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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　皆さまこんにちは。本日は、
佐世保ロータリークラブの創立
記念日例会ということで、特別
卓話を安部直樹パストガバナ
ーにお願いしておりましたとこ
ろ、このように多数の皆様にご出席いただき
ありがとうございます。
　通常例会では、卓話の直前に講師紹介をお
こなっておりますが、今回はここであらため
て安部直樹パストガバナーをご紹介させて
いただきたいと存じます。安部直樹さんは、
1945年5月という、まさに第二次世界大戦の
終戦間近という大変な混乱の只中にお生まれ
になっています。ロータリーに入会されたの
が1978年11月です。本日の卓話のテーマは「ロ
ータリーで学んだこと」とのことですが、大
変な時代を生き抜いて、現在のお立場や九州
文化学園を築いてこられた安部直樹さんから、
ロータリーに限らず、人生についても学ばせ
ていただけることと期待しています。
　佐世保ロータリークラブは昭和26年（1951
年）2月21日に、福岡ロータリークラブ・長崎
ロータリークラブをスポンサークラブとして
創立し、現在72周年を迎えております。
　この度、親クラブである福岡ロータリーク
ラブが90周年を迎えられるということで、本
年4月19日に創立記念例会・祝賀会にお招き
いただき、会員を代表して出席して参ります。
その際にお披露目するためということで、佐

世保RＣの創立時の写真を送ってほしいとい
う依頼がありました。これまでの歴史を大切
に扱っていただいていることを有難く感じた
次第です。
　本日のお食事については、芹野隆英さんに
ご相談し、レオプラザホテル佐世保さんに創
立記念日に合わせた特別なお食事をご用意い
ただいております。皆様とともに感謝しなが
ら頂きたいと存じます。
　ところで、会員の皆様にはファックスにて
お知らせしておりましたが、事務局員の検査
入院と経過観察のため、今月一杯の予定で事
務局を休業させていただきます。その間は福
田金吾幹事が事務局代行を務めさせていただ
きます。次年度にかかる案件については大神
吉史次年度幹事と相談しながら、事務処理を
行う予定です。会員の皆様にはご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ゲスト
　㈻九州文化学園　法人事務局総務人事課
　係長　天羽　瑠美 様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.全国IA研究会実行委員長
	 中村　秀樹	さん

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 51名・欠席 22名・（免除者欠席 9 名）・ビジター 0 名・出席率 69.86 ％

《 2月 1日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 43名・欠席 30名・（免除者欠席 10名）・メークアップ 0 名・修正出席率 68.25 ％
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　第10回全国インターアクト研究会のご案内
　日時／2023年4月22日㈯
　　　　13：00〜開会　18：00〜懇親会
　場所／高松国際ホテル

2.地区ローターアクト委員長 髙松　茂信	さん
　地区ローターアクト代表	 鐘ヶ江紗世	さん
　ホストクラブ　鹿島ローターアクトクラブ
	 会長　小池　美里	さん
	 実行委員長　馬場嵩一郎	さん
　 2022-2023年度国際ロータリー第2740地区

ローターアクト第40回年次大会負担金振
込のお願い

3.福岡RC
　 福岡RC創立90周年に関するチャーターナ

イト写真データ提供のお願い

4.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　若林　紀男	さん
　★ハイライトよねやま275号★
　2023年2月13日発行

5.第5Gガバナー補佐	 安部　重幸	さん
　第6Gガバナー補佐	 橋口　佳周	さん
　佐世保中央RC	 会長　前田　眞澄	さん
　IM実行委員長	 馬場　貴博	さん
　2022-2023年度 RI第2740地区
　第5・6グループIM開催について及びお願い

6.RI第2740地区
	 ガバナーエレクト　緒方　信行	さん
　�2023-2024年度「会長エレクト研修セミナー」
及び「次期クラブ幹事セミナー」開催について

　日時／2023年3月19日㈰
　　　　14：00点鐘　16：50懇親会
　場所／ホテルオークラJRハウステンボス
　出席対象者／ パストガバナー、次年度ク

ラブ会長、次年度クラブ幹
事（対象者のみ抜粋）

7.ガバナー	 上村　春甫	さん
　地区社会奉仕委員長	 植松　信安	さん

　地区社会奉仕セミナー開催のご案内
　日時／2023年4月16日㈰
　　　　13：00〜15：00（受付12：30〜）
　場所／東彼杵町総合会館教育センター2F
　　　　大会議室

慶 　 　 祝
出席・例会委員会　委員長　出端　隆治

○永年会員表彰
　池田　　豊 さん（42年）

○出席100％表彰
　大久保利博 さん（11回）
　大神　吉史 さん（ 9回）
　廣瀬　章博 さん（ 7回）
　安福　竜介 さん（ 6回）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　梅村尚一郎

安部　直樹 さん
　本日はつたない卓話になるかもしれませ
んが、自分のこれまでの経験やロータリー
への思いを精一杯お話させていただきます。
　最後までご静聴いただければ幸いです。
　どうぞよろしくお願いします。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、米倉洋一郎 さん
筒井　和彦 さん、庭木　香充 さん
橘髙　克和 さん、草津　栄良 さん
岩崎　正俊 さん、廣瀬　章博 さん
永瀬　徳豊 さん、大塚　隆夫 さん
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鈴木　清輝 さん、中島　　顕 さん
山口　幸生 さん、出端　隆治 さん
福田　金治 さん、中川　知之 さん
大久保利博 さん、芹野　隆英 さん
長島　　正 さん、井上　斉爾 さん
松尾　文隆 さん、松本　祐明 さん
山口　健二 さん、船越　　温 さん
大神　邦明 さん、梅村尚一郎 さん
陣内　純英 さん、大神　吉史 さん
加納洋二郎 さん、安福　竜介 さん
内海　暢邦 さん、西田　勝彦 さん
坂本　　敏 さん、古賀　　巖 さん
木村　公康 さん、田村　和大 さん
田中丸善保 さん、指山　　立 さん
梅村　良輔 さん、吉田　英樹 さん
黒木　政純 さん、坂元　　崇 さん
長野　哲也 さん、髙田　俊夫 さん
　安部直樹パストガバナーの創立記念例会
卓話に大いに期待してニコニコします。

長野　哲也 さん
　永らく欠席ばかりしておりましたが、無
事に終える事が出来ました。まだ日本酒の
仕込みが続きますが、今年の5月くらいから
は、ウィスキーも頑張ります。久しぶりの
出席でしたのでニコニコしました。

大久保利博 さん、大神　吉史 さん
廣瀬　章博 さん、安福　竜介 さん
　出席100％表彰、ありがとうございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 57,000円
 累　　計 720,000円

創立72周年記念例会卓話
「ロータリーで学んだ事」

パストガバナー　安部　直樹	さん
（学校法人九州文化学園　理事長）

　私は、2003〜2004年度にガ
バナーを務めました。 
　私のガバナー選出の経緯は
極めて難産で、当時の金子知
事、旧十八銀行の野崎頭取か
らの依頼を受けて、10月14日締め切り前日
にRIに届け出となり、世界で最後のガバナー
の認証となりました。
　ロータリーも日々変化、変革があってい
ます。生物学者チャールズ・ダーウィンは「生
き残る種とは、最も強いものではない。最
も知的なものではない。それは、変化に最
もよく適応したものである」と言っていま
す。特に佐世保ロータリークラブでは、①
国際青少年交換事業を日本で初めて実施、
②財団奨学生の派遣を2740地区で初めて実
施、③1980年、RYLA（ライラ）を親和の森
で第1回開催を致しました。
　変化の時代において、何よりも人の心が
大きく変化しています。「働き方改革法案」
で随分世の中が変わりました。私の人生の
構築に仕事を中心においてきました。しか
し、現代では「自分の能力を高める」ため
の仕事より「楽しい生活への憧れ」が重要
とされています。
　当然、社会の変化と共に、ロータリーは
変わっていかねばなりません。「不易流行」
という言葉がありますように、全てにおい
て時代を超えて変化しないもの、人を愛す
る、人を尊敬する、努力する、また誠実、
正直、勇気、明朗等は紀元前から変わらず
大切にされてきました。同様にロータリー
の理念は、親睦と奉仕であることは変わり
ません。また3年に一度の規定審議会によっ
てロータリーの定款はいろいろな面で変更
されてきました。117年のロータリーの歴史
は、とまどいと前進、そして時に退歩の中で、
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それでも着実に育ち、今日のロータリーが
あるのです。
　企業経営も順調な時、上手く行かない時
と様々です。敗者と勝者の社会を乗り越え
るロータリーの精神を学びました。
　私は昭和53年にロータリーに入会しまし
た。私の人生の中でロータリーで培われた
人生の豊かさは無数にあり、ロータリーで
の友人、知人、ロータリーで学んだ職業奉仕、
四つのテスト、また仕事上での効用等、今
ではロータリーに入会していなかったら私
の人生は大きく変わっていたと思います。
　私はロータリーの世界は、貧富の差や年
齢の差等を超え、ありとあらゆるものを評
価しない「無評価の世界」であると考えて
います。そして、さらに積極的に皆で歩こ
うという連帯感があるのです。私はロータ
リーの仕事を通して、失敗したこともあり
ました。その中で「陰徳積善」の精神に感
動を受けました。ロータリーの究極の理念
は、共に生きる、手にとって生きる、「把手
共行」の理念だと思います。 

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：船越　　温）

＊今後の例会予定＊ 
 2月22日 新会員卓話　梅村尚一郎 さん
 （㈱梅村組　代表取締役社長）
 3月 1日 ㈱Kiipl&nap（キプランドナップ）
 浦　　裕樹 様
　　 8日 キッザニア　事業開発本部
 スポンサー事業部
 副部長　池上　哲郎 様
　　15日 新会員卓話　前田　真一 さん
 （いちよし証券㈱　福岡支店長）
　　22日 新会員卓話　立花　秀樹 さん
 （㈱十八親和銀行
 　　　　　取締役専務執行役員）

＊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。


