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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日は、2022年最後の例会
に、足元の悪い中、多数ご出
席いただきありがとうござい
ます。
　先週末17日には、ホテル
オークラJRハウステンボスを会場に、名誉
会員佐世保市長朝長則男様ご夫妻をご来賓
としてお招きし、総勢105名のゲスト・会員・
ご家族の皆様にご出席いただいて、忘年家
族会を開催することができました。バルー
ンパフォーマー世界チャンピオンのシャン
さんのアトラクションでは、作品のプレゼ
ントもあり、また福田金吾幹事がアドリブ
演技もこなし、参加いただいたご家族の皆
様にお楽しみいただけたのではと思ってお
ります。
　芹野隆英クラブ管理運営担当大委員長、
安福竜介親睦活動委員長のもと、親睦活動
委員会のメンバーの皆様による綿密な準備
と、心のこもったおもてなしに感謝してお
ります。

　さて、本年度、職業・社会奉仕委員会では、
例年の職場訪問を変更し、まったく新しい
企画に取り組んでおります。
　2022年にオープンした「ららぽーと福岡」
にある「キッザニア福岡」にて、子供たち
を対象とした「職業体験学習ツアー」を企
画致しました。

　「キッザニア福岡」は、「夢をみつける街」
をテーマに2022年7月31日に開業した、こど
もの職業・社会体験施設です。九州の地元
企業をはじめ、さまざまな企業が出展する
約50種類のパビリオン（お店・工場・公共
施設など）で構成され、本物の機材や食材、
ユニフォームを用いた約70種類のリアルな
職業を体験することができます。楽しみな
がら学ぶ中で得られる気づきが、「生きる力」
を育み、将来の希望につながるという施設
です。
　通常、子供同伴でなければ入場できない
施設ですが、今回は特別に、職業・社会奉
仕委員会の準備調整により、ロータリアン
の大人だけの参加も可能な事業となってお
ります。
　みなさまにとっては、自社の職業をどの
ように、未来の社員さんたちに伝えていく
のか、通常では体験できない視点で、学び
を得ることができるのではないかと、期待
しております。ぜひ、子供さんやお孫さん
と一緒に、また、大人だけでも、皆様の多
数のご参加により、新しい事業を実現でき
ることを願っております。
　現在、この事業は、理事会では継続審議
となっており、詳細は1月の理事会で決定し、
正式にご案内する運びとなる予定です。現
在、奉仕プロジェクト委員長納所佳民さん、
職業・社会奉仕委員長坂根毅さんを中心に、
委員会メンバーの皆様にいろいろと準備調
整をいただいております。のちほど詳しく
ご説明があると思いますが、事前にご参加

《本　　日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 41名・欠席 33名・（免除者欠席 15名）・ビジター 2 名・出席率 55.40 ％

《12月 7日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 51名・欠席 23名・（免除者欠席 10名）・メークアップ 3 名・修正出席率 84.38 ％
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を希望される方々の調査をさせて頂きたい
と思っております。のちほど、委員会報告
で説明があると思いますので、皆様のご協
力と、積極的なご参加を、どうぞよろしく
お願いいたします。

　また、来年2月23日に計画されているイン
ターシティミーティング（IM）について、
皆様に積極的なご参加をお願いしたいと
思っております。先週は、第5グループの安
部重幸ガバナー補佐、第6グループの橋口佳
周ガバナー補佐、馬場実行委員長以下ホス
トクラブの佐世保中央クラブの皆様、総勢6
名でキャラバン隊としてメークアップし、
私たちの例会にお越しいただきました。特
に入会5年未満の方々はぜひスケジュールを
調整していただき、皆様一緒に参加してい
ただけることを願っております。
　では、本日も充実した例会になることを
祈念して、ご挨拶とさせていただきます。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」
◯卓話者
　国立佐世保工業高等専門学校
　タイ王国バンコク・スリウォンRC（3350地区）
	 准教授　入江　英也	様
◯ビジター
　佐世保南RC　	 相良紘一郎	さん
　佐世保東南RC　	 　高比良耕一	さん

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.ガバナー	 上村　春甫	さん
　インターアクト委員長	 長戸　和光	さん
　インターアクト後期指導者研修のご案内
　開催日時　令和5年2月4日㈯
　　　　　　午後1時30分〜午後4時30分
　開催場所　アバンセ 第1研修室
　　　　　　佐賀市どんどんどんの森内

委員会報告
■親睦活動委員会	 委員長　安福　竜介
　先週17日㈯、ホテルオーク
ラJRハウステンボスにて恒例
の忘年家族会を無事開催させ
ていただきました。
　コロナ感染症第8波の急激
な拡大で当日休会になる恐れもありました
が、中村会長のご英断と出席返事をいただ
いておりました朝長市長ご夫妻、会員の皆
さま、そしてご家族の皆さまが誰一人欠け
ること無く105名のご参加をいただき、誠に
ありがとうございました。
　当日はバルーンパフォーマーのSyanさん
のご厚意もあって、休憩時間を返上して時
間ギリギリまで会場中を走り回ってバルー
ンプレゼントを行っていただき、会場の至
る所でライトセーバーや作品の数々を持っ
て楽しそうにしている子供たちの笑顔がと
ても印象的でした。
　今後の親睦活動委員会としましては新年
明けて1月に長寿祈願祭・祝賀会と、少し期
間を空けまして3月に観桜例会を運営してま
いりますので、引き続き皆さまのご参加を
よろしくお願いいたします。

■職業・社会奉仕委員会	委員長　坂根　　毅
　職業・社会奉仕委員長の坂
根毅です。
　大阪鋼管という会社で鉄の
パイプを製造・販売しており
ます。得意な産業分野は石油
化学、火力発電、造船です。
　本年度、職業・社会奉仕委員会では、今
年オープンしたばかりのキッザニア福岡に
おける子供たち対象の職業体験学習ツアー
を企画いたしました。
　日程は3月28日㈫、西肥の貸切バスで移動
します。
　キッザニアの職業体験の対象年齢は3歳〜
15歳です。今回は団体で入場するので、大
人単独でも見学にはご参加いただけます。
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大人は職業体験ができません。
　本日、セルフボックスに参加意向調査の
アンケート資料をお入れしております。
　返信期限は新年の1月5日でございます。
　議案は12月の理事会より継続審議中です
が、委員会としては子供の参加者数が15名
は必要と考えております。
　是非、この機会にお子さんやお孫さんと
一緒に行かれては如何でしょうか？
　皆様の参加をお待ちしています。

■副幹事	 　安部　雅隆
長崎国際大学RAC例会報告
　12月16日㈮に実施された長
崎国際大学RACの例会につい
て報告します。今回はRACか
らの参加メンバーは3名と少
なかったですが、その3名と共に本クラブか
らは福田パストガバナー、谷川RAC委員長、
安部副幹事が参加し、長崎国際大学で開催
されました。
　谷川委員長の卓話では、自身の人生を振
り返りながら、起業した際の苦労話や経営
における課題やトラブルをどのように乗り
越えたか…を中心にお話いただきまして、
参加した学生も真剣に聞いていたのが印象
的でした。次回の例会時期は未定ですが、
決定し次第皆様にお知らせいたします。

慶 　 　 祝
出席・例会委員会　田村　和大

○出席100％表彰
　増本　一也	さん（29回）
○3年未満会員表彰
　中村　真弥	さん（2年）
　鈴木　清輝	さん（1年）

親睦活動委員会　鈴木　清輝
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　	さん	ご夫妻（ 3日）
　池田　　豊・秀子　	さん	ご夫妻（ 4日）
　中島　祥一・和子　	さん	ご夫妻（ 8日）
　松尾　慶一・富士子	さん	ご夫妻（ 9日）
　古賀　久貴・由樹　	さん	ご夫妻（ 9日）
　内海　暢邦・梨恵子	さん	ご夫妻（ 9日）
　庭木　香充・マリア	エステラ	さん	ご夫妻（28日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　山口　幸生

佐世保南RC　相良紘一郎 さん
　数十年振りにメークアップに来ました。
よろしくお願いします。

佐世保東南RC　高比良耕一 さん
　3年振りに佐世保RCさんにメークアップ
に来ました。宜しくお願い致します。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、廣瀬　章博 さん
　佐世保南RC相良紘一郎さん、佐世保東南
RC高比良耕一さんのご来訪を歓迎してニコ
ニコします。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、松本　祐明 さん
庭木　香充 さん、永瀬　徳豊 さん
廣瀬　章博 さん、大久保利博 さん
古賀　　巖 さん、黒木　政純 さん
福田　金治 さん、芹野　隆英 さん
立花　秀樹 さん、大神　吉史 さん
陣内　純英 さん、坂根　　毅 さん、
筒井　和彦 さん、池田　真秀 さん
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　国立佐世保工業高等専門学校准教授入江
英也様の卓話に大いに期待してニコニコし
ます。

増本　一也 さん、鈴木　清輝 さん
　出席100％表彰、入会3年未満会員表彰の
記念品を頂きありがとうございます。

𠮷田　英樹 さん、松尾　慶一 さん
庭木　香充 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。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 29,000円
	 累　　計	 561,000円

卓　　　　話
「佐世保高専の取り組みと

タイ王国バンコク・スリウォンRCの
活動について」

国立佐世保工業高等専門学校
准教授　入江　英也	様

　現在、佐世保高専をはじめ
とした全国の高専では全国の
高専生向けのプロジェクト
で、高専生達が日頃学んでい
る	高専教育で培った専門分野
の知識や技術を活かしながら、地域や身の
回りの課題解決につながる社会実装教育を
行っています。
　これらの活動を通じて、起業家や経営者
人財として重要であるアントレプレナー
シップを養い、グローバルエンジニアを育
てて参ります。佐世保高専の取り組みを紹
介します。
　また所属するタイ王国バンコク・スリウォ
ンRCの活動についてもご紹介します。

卓話者プロフィール
　1973年生まれ、熊本出身。	熊本電波工業

高等専門学校卒業後、九州工業大学編入学
卒。大学3年次に学生起業。	
　現在、株式会社ユウシステム	代表取締役
として、福岡／上海／バンコク／マニラに
て事業展開中。	
　2019年に国立高専初の「クロスアポイン
トメント制度」の第一号として	佐世保工業
高等専門学校	電子制御工学科	准教授に着
任。（2022年、基幹教育科に異動）	
　高専ではプログラミングなど情報工学を
教えながら、高専生のアントレプレナーシッ
プとグローバルマインドを育成する「佐世
保高専EDGEキャリアセンター」を設立。
副センター長として、生徒が自ら問題を見
つけ、さらにその問題を自ら解決する能力
を身に付ける学習方法PBL（課題解決型学
習）活動をサポートする。
　他にも熊本大学	客員教授、熊本高専	特命
客員教授を嘱託中。グロービスMBA卒。現
在、九州工大	博士後期課程在学中。趣味は
社交ダンスと旅行。
　ロータリアンとしては、タイ王国バンコ
ク・スリウォンRC（3350地区）に所属
（https://bangkok-suriwong-rc.com/）。タイ
RCと日本RCを繋ぐ広報を担当。

＊今後の例会予定＊	
12月28日	 ─指定休会─
 1月 4日	 ─指定休会─
　　11日	 クラブ協議会
　　18日	 佐世保観光コンベンション協会
	 事務局長　蓮田　　尚	様
　　25日	 親子いこいの広場もくもく
	 代表　数山　有里	様

＊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。
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と　き／12月17日㈯18：30　ところ／ホテルオークラJRハウステンボス

開会挨拶
会長　中村徳裕	さん

来賓挨拶
名誉会員

佐世保市長 朝長則男	様

乾　杯
直前会長

菅沼宏比古	さん

総合司会
鈴木清輝	さん

SYANさんのバルーンパフォーマンス

SYANさんからプレゼントをもらう子どもたち

2022～2023年度

サンタからのプレゼントを
もらう子どもたち

新会員クリスマス隊乾杯

手に手つないで
ソングリーダー　黒木政純	さん
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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

（今週の担当：庭木　香充　カメラ担当：中村　真弥）

万歳三唱
会長エレクト　円田浩司	さん


