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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　皆さまこんにちは。本日も
多数お集まりいただきありが
とうございます。
　先日は、多くのみなさまに
ご協力ご高配をいただいて、
秋晴れのもと「YOSAKOIさせぼ祭り」を3
年ぶりにリアルなお祭りとして開催するこ
とができました。会員の永瀬徳豊さん、庭
木香充さんには、ファイナルステージの審
査員として、長時間にわたる重要なお務め
にご協力いただきました。明るく豊かなま
ちづくりを目指すお祭りイベントとして開
催し、おかげさまで元気と笑顔をお届けす
ることができたと感じております。実行委
員の一人として御礼申し上げます。ありが
とうございました。
　本日、卓話をお願いしている川口直人会
長率いる佐世保商工会議所青年部の皆さま
には、重要な会場でのチケット販売・入退
場管理の部門をご担当いただきました。お
かげさまで見事に目標を超える販売実績を
上げてくださいました。あらためて御礼申
し上げます。本日の川口会長の卓話に、み
なさまどうぞご期待ください。
　さて、本日は久しぶりに海外からのお客
様をお迎えしております。台北幸福ロータ
リークラブの謝冠園様です。私たち佐世保
ロータリークラブは、台湾の台南ロータリー
クラブと姉妹クラブ締結をしており、長年

友情を育んでおります。ずいぶん前にはな
りますが、私達が台南を訪問する際には、
台北にも観光に訪れ、台湾の方々が親日的
で、親切に接してくださり、とても嬉しく
感じたことを覚えております。台南を訪問
する際には台北を経由しますので、また台
北を訪問することを楽しみにしております。
このあと、謝冠園会長にはスピーチをいた
だきます。
　本日も充実した例会になりますよう、み
なさまどうぞよろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
　佐世保商工会議所青年部
	 会長　川口　直人	様
	 専務理事　井手　純一	様
○ビジター
　台北幸福RC 2022～’23年度会長	 謝冠園	様
　1998～1999年度米山奨学生　
　東京大学地球惑星物理科学専攻
　世話RC：東京日本橋東RC

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 43名・欠席 30名・（免除者欠席 15名）・ビジター 1 名・出席率 58.91 ％

《10月12日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 48名・欠席 25名・（免除者欠席 14名）・メークアップ 2 名・修正出席率 84.75 ％
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幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.台南RC
　2021～2022年度 季刊合訂本1冊
　会員名簿 10冊

2.RI日本事務局クラブ・地区支援室
　「コーディネーターニュース」11月号

3.第2740地区ガバナー	 上村　春甫	さん
　ガバナー公式訪問お礼はがき

委員会報告
■親睦活動委員会	 岩崎　正俊
　JR九州ハウステンボスホテ
ルの岩崎です。2点ご案内で
ございます。
　1つ目は11月9日㈬18：30か
らの例会に引き続きまして、
約4ヵ月ぶりの懇親会となります「新会員歓
迎会」を開催いたします。親睦活動委員会
として新会員一同、皆さまのご参加をお待
ちしております。
　出欠の締切が来週の水曜日11月2日までと
なっておりますので、よろしくお願いしま
す。
　なお、会場はホテルフラッグス九十九島
になりましたので、お間違えないようお願
いします。
　2つ目は、12月17日㈯に「ホテルオークラ
JRハウステンボス」におきまして、毎年恒
例の「忘年家族会」を開催いたします。
　今年度はバルーンアーティストの世界チ
ャンピオン「Syan（シャン）」さんをお迎え
する予定です。ご家族皆さまで楽しめる内
容となっていますので、そろってのご参加
をお待ちしております。
　こちらの返信期日は11月末となっていま
す。是非出席に「○（マル）」を付けて投函
をお願いします。
　以上2点、よろしくお願いします。

朗遊会より
　朗遊会　米倉洋一郎

　10月29日㈯の朗遊会はソロ
プチミストのチャリティーコ
ンペとの合同コンペです。受
付はチャリティーコンペでの
受付をお願いします。朗遊会
の受付はありません。

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　陣内　純英

○結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　	さん	ご夫妻（ 1日）
　大神　吉史・ひろみ	さん	ご夫妻（ 1日）
　坂元　　崇・泰江　	さん	ご夫妻（ 1日）
　古賀　　巖・良子　	さん	ご夫妻（ 6日）
　松本　祐明・明子　	さん	ご夫妻（ 9日）
　中村　真弥・瑞江　	さん	ご夫妻（12日）
　梅村尚一郎・明日香	さん	ご夫妻（14日）
　田中丸善弥・美加　	さん	ご夫妻（17日）
　佐々木秀也・美智子	さん	ご夫妻（23日）

歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純

「紅葉」
作詞：高野辰之
作曲：岡野貞一

　作詞者の高野辰之は、碓氷峠にある信越本線熊ノ平駅
（現在は廃線。碓氷峠鉄道文化村のシェルパくんで一部
運行）から紅葉を眺め、その美しさに惹かれてこの詞を
作ったという。
　2007年（平成19年）に日本の歌百選の1曲に選ばれた。
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ニコニコボックス
親睦活動委員会　委員長　安福　竜介

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、福田　金治 さん
増本　一也 さん、黒木　政純 さん
大神　邦明 さん、長島　　正 さん
納所　佳民 さん、芹野　隆英 さん
田中丸善弥 さん、山口　健二 さん
坂根　　毅 さん、大久保利博 さん
坂元　　崇 さん、西田　勝彦 さん
筒井　和彦 さん、中川　知之 さん
井上　斉爾 さん、松尾　文隆 さん
田中丸善保 さん、出端　隆治 さん
安福　竜介 さん、廣瀬　章博 さん
梅村尚一郎 さん、鈴木　清輝 さん
　台北幸福RC 2022-23年度会長 謝冠園（Shia	
kan	en）さんのご来訪誠にありがとうござい
ます。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、筒井　和彦 さん
庭木　香充 さん、岩崎　正俊 さん
永瀬　徳豊 さん、中島　　顕 さん
鈴木　清輝 さん、廣瀬　章博 さん
黒木　政純 さん、指山　　立 さん
陣内　純英 さん、福田　金治 さん
坂元　　崇 さん、船越　　温 さん
内海　暢邦 さん、田中丸善保 さん
坂根　　毅 さん、古賀　　巖 さん
　商工会議所青年部 会長 川口直人様の卓
話に期待してニコニコします。

増本　一也 さん
　直人君も、いずれ佐世保商工会議所青年
部の会長をされるだろうと思っておりまし
たが、お母様の克美さんも女性会の会長を
今年されています。
　親子同時に商工会議所の重責を担われご
活躍されている姿に感動しています。
　シャイな直一郎お父さんに似ず、積極的
なお母さんに似て良かったですね。
　相浦で120年の歴史を持つ川口家染工場で

すが、5代目予定者として、これからのご活
躍を期待しております。

（同じ敷地内にお墓のある増本家より）

中村　徳裕 さん、古賀　　巖 さん
　皆さまの絶大なご協力のおかげで、「第24
回YOSAKOIさせぼ祭り」が3年ぶりに無事
開催できました。
　永瀬さん、庭木さんにはファイナルステ
ージ（決勝）の審査員をお務めいただき、
ありがとうございました。
　みなさまに感謝しております。

田中丸善弥 さん、井上　斉爾 さん
坂元　　崇 さん、古賀　　巖 さん
梅村尚一郎 さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありが
とうございます。

石井　雅人 さん
　佐世保中央RC メークアップでお願いし
ます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 56,000円
	 累　　計	 324,000円

卓　　　　話
「YEG	GENERATION

〜今年度の活動について〜」

佐世保商工会議所青年部
会長　川口　直人	様

佐世保YEGの紹介
◦単会の現状
　○	大前提に佐世保商工会議
所の下部組織である事。

　　	地域経済の発展の一翼を
担う商工会議所活動の一翼を担う団体。
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　　	青年経済人と言われる若手経営者、若
しくはその立場に近い人間で構成。

　○	今年度単会スローガン
　　	「YEG	GENERATION～同じ想いの仲
間と共に～」

　　	GENERATION：（考え、思想を同じく
する）世代、仲間、族

　　	青年経済人の集まりであるYEGの一員
として、喜び、悲しみ、苦悩、至福など、
同じ想いを共有する事により形成され
る強い団結力を持って活動しようとい
う想いを込めて。

　○	例会頻度や設置委員会、会員数につい
て

　　委員会：7委員会
　　　　　　	政策提言、基礎研修、総務広報、

県連企画、周年企画、地域活
性化、ビジョン推進

　　会員数：	コロナ禍の中、会員拡大に成功。
現在は会員数が約100名超とな
る。

　　　　　　	佐世保TEG中期ビジョンの大
きな成果ではないか。

　　例　会：	年間10回、定例総会：年間2回、
各種事業：年間5～7回、渉外
活動：年間2～3回

　　　　　　	例会、総会、委員会には各会
員に出席義務がある。

　○	今年度の主要な事業について
　　	9月開催のさせぼシーサイドフェスティバル
　　　8.5万人を動員。
　　　相浦総合グラウンドでの開催。
　　　花火の打ち上げ。
　　　最大規模のモルック大会。
　　　水上綱引き大会。
　　　協賛活動など。

　　	11月開催予定の長崎県商工会議所青年
部連合会会員大会佐世保大会。

　　　長崎県商工会議所青年部連合とは。
　　　	県下8単会：大村、諫早、平戸、福江、

島原、松浦、長崎、佐世保の連合会。
　　　輪番により7～8年に1度の大会。

　　　現在約350名の登録。
　　　佐世保の地が少しばかり潤う日になる。

　来年1月開催予定の創立40周年記念事業。
　　10年に一度の大きな事業。
　　	これまで佐世保WEGの発展に寄与頂い
た全ての方に感謝を伝える場。

　　	この10年は日本や九州など連合会との
繋がりが圧倒的に太くなった10年。

　　	佐世保のみならず全国各地よりお世話
になった方々が佐世保を訪れる機会と
なる。

　　	全国各地の方々が新たに佐世保の地を
知ることになる大きな事業。

これからの佐世保YEGの課題やビジョン
◦更なる会員拡大
　	佐世保市の人口や親会の登録企業を考え
るとまだまだ少ない。
　	不安定な時代であるからこそ更なる拡大
を図り、青年部の力をより一層強めてい
く必要がある。

◦会員の意識向上
　	会員が拡大してからこそ、その意識向上
が求められる。
　○自企業の発展：
　　	残念ながら仕事がうまくいかない人も
多い。

　　	YEG会員である前に経営者である自分
の本分を忘れてはいけない。

　○出席率：出席率が6割ほど。
　　	私共は入会しているだけで何かメリッ
トのある会ではありません。

　　	そこまでのネームバリューはありませ
ん。

　　	出席して物事に一喜一憂することで成
長する。

　　そんな認識を持って欲しい。
　○親会との連携：
　　	親会の活動を認識している人間が少な
い。

　　	もっと親会に寄り添って幹の太い活動
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＊今後の例会予定＊	
11月 2日	 新会員　田村　和大	さん
	 東京海上日動火災保険㈱佐世保支社長
　　 9日	 例会（夜）及び新会員歓迎懇親会
　　16日	 九州文化学園高等学校
	 野球部監督　香田　勲男	様
　　23日	 ～祝日休会～
　　30日	 米山奨学生出前卓話
	 林　威逸（リン	ウェイ	イ）様
会　　場	 11月2日まで
	 レオプラザホテル佐世保
	 佐世保市三浦町4-28
	 TEL	0956-37-8989
	 11月16日より
	 	九十九島シーサイドテラスホテル

＆スパ 花みずき
	 佐世保市鹿子前町1129
	 TEL	0956-28-5151

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、	
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：大塚　隆夫）
（カメラ担当：中島　　顕）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

を重ねて行きたい。
　○外部団体との連携：
　　	佐世保は一部を除き内向的な単会。門
戸を開き、間口を広げて外部からの刺
激を取り入れていかなければ井の中の
蛙。

　佐世保YEGは中期ビジョンを持っている。
　最も大事なのは五か条の1つめ。
　	全ての課題はこの一文に含まれていると
思う。
　地域で最も崇高な青年団体と言われるよ
うな佐世保YEGを創っていきたい。

　幸い来年度の佐世保YEGはこちらにおら
れる指山会員となりそうです。今お話しし
た私の想いをしっかりと引き継いで頂ける
と信じております。私もなって初めて気づ
きましたが、YEGの会長職もなかなかの激
務でございます。そういった意味でも今後
のYEG、そして指山会員への皆様からの熱
い、熱いご支援を切にお願い致しまして本
日の卓話の締めとさせて頂きます。ご静聴
ありがとうございました。

プロフィール
出身地／佐世保市
勤務先／川口家染工場
役　職／取締役部長

【略歴】
平成24年度　入会
平成27年度　総務委員会委員長
平成28年度　特別理事
平成29年度　専務理事
令和 2年度　ビジョン推進委員会委員長
令和 3年度　副会長
令和 4年度　会長


