
（1）

2022～2023年度 テーマ IMAGINE ROTARY　̶ イマジン ロータリー ̶
2022～2023年度 R.I.会長 ジェニファー E. ジョーンズ （ウィンザー・ローズランドRC／カナダ、オンタリオ州）

会　長：中村　徳裕　　　　幹　事：福田　金吾
事務所：佐世保市島瀬町10-12  十八親和銀行 佐世保本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：レオプラザホテル佐世保（毎週水曜日） TEL 0956-22-4141
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　5 2 22 3,470 23

会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日は、寒い中多数ご出席
をいただきありがとうござい
ます。
　先週は創立記念日例会とい
うことで、安部直樹パストガ
バナーのお話を聞くことができて、あらた
めてロータリーの魅力を再認識することが
できたと思っております。週報に卓話の概
要をご寄稿いただき掲載しております。あ
らためて読み返していただきたい価値ある
内容だと思います。クラブ会報・広報委員
会の皆様のご尽力により、貴重な記録であ
る週報を毎週発行しており、当クラブのホ
ームページでバックナンバーを読むことが
できます。是非この機会に読み返してみて
いただければと思います。
　ところで、佐世保RCの創立記念日は1951
年2月21日であり、そして2月23日は国際ロ
ータリーの創立記念日です。その明日2月
23日祝日木曜日は、国際ロータリー2740地
区第5グループ第6グループの「インターシ
ティミーティング」が、ホテルフラッグス
九十九島を会場に開催されます。第1部の「わ
がクラブ自慢！！」のプログラムでは、安
部雅隆副幹事がプレゼンテーションを予定
しています。また、第2部のパネルディスカ
ッションでは、福田金吾幹事がパネラーを
務める予定です。ぜひ皆様の応援をよろし
くお願いいたします。

　また、2月25日には、佐世保RCがスポン
サークラブとなって創立された佐賀ロータ
リークラブの70周年記念式典に招かれ、福
田金治パストガバナー、福田金吾幹事と一
緒に出席し祝意を伝えて参ります。
　ここで、事務局の状況報告と、再開の見
込みについてお知らせいたします。今週末
には退院の予定と聞いておりますが、3月上
旬に快復の状況を確認した上で再開し、皆
様にはあらためてご案内いたします。それ
まで福田金吾幹事が事務局代行を務めます。
皆様にはご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。
　さて、本日は新会員卓話として、株式会
社梅村組　代表取締役社長　梅村尚一郎さ
んにお話をいただきます。学生時代・社会
人時代のお話と合わせて、梅村さんが得意
とされているテーマでのイベントが明日か
ら開催されるという噂を聞いており、その
お話も聞けることと楽しみにしております。
それでは、本日の例会もよろしくお願いい
たします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 41名・欠席 32名・（免除者欠席 11名）・ビジター 0 名・出席率 56.16 ％

《 2月 8日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 48名・欠席 25名・（免除者欠席 12名）・メークアップ 2 名・修正出席率 81.97 ％
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幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.メルボルン国際大会推進コーディネーター
	 田中　賢三	さん（茅ヶ崎RC）
　�シンガポール航空・メルボルン国際大会
限定割引（5％）のご案内

委員会報告
■プログラム委員会	 副委員長　松本　祐明
　プログラム委員会では各界
でご活躍中の方々などにお声
かけし、卓話のセッティング
を進めておりますが、4月5日
㈬は佐世保市にクラブハウス
を持つ、プロバスケットボールクラブB2
リーグ長崎ヴェルカの伊藤拓摩社長の卓話
を予定し、理事会にお諮りをお願いすると
ともに準備を進めているところです。
　ヴェルカ広報の方と話を進めている際に、
是非会員の皆様にプロの試合の臨場感を事
前に味わって頂ければということで、近々
の佐世保での試合をご案内したくお時間を
頂きました。
　今週末の2月25日㈯と26日㈰の2日間、佐
世保市の体育文化館におきまして長崎ヴェ
ルカのホームゲームが開催されます。
　B1リーグというトップリーグ昇格に向け
まして、まさに負けられない戦いが続いて
おりますが、シーズンも後半に入りました。
　現在B2リーグ西地区2位のヴェルカの対
戦相手はバンビシャス奈良という現在6位の
チームでここは確実に勝っておきたいとこ
ろです。
　ヴェルカの広報から佐世保RC向けのチ
ケットお申込みフォームを預かっておりま
して、ご興味のある方はフォームのURLを
記載した資料とチラシを用意しております
ので、お持ち帰りください。
　ご家族やご友人の皆様のお申し込みも可
能です。
　バスケットボールは試合だけでなくチア

リーダーの演出を含むエンターテインメン
トもお楽しみ頂けますので、まだプロバス
ケットボールの試合は見たことがないとい
う方もこの機会に会場に足を運んでみては
いかがでしょうか？
　以上、プログラム委員会からのお知らせ
でした。

■長崎国際大学RAC例会日程変更について
	 副幹事　安部　雅隆（代理報告）
　以前お伝えしていたRAC例
会につきまして、日程を2月
27日㈪から3月6日㈪に変更さ
せていただきます。
　すでに出席の可否につい
て、御返信いただいた方も多数おられまし
て、大変恐縮ですが、再度FAXにて3月6日
㈪における出席の可否をお知らせいただけ
れば幸いです。尚、例会の詳細につきまし
ては、送付するFAXを御確認ください。
　よろしく御返信の程、お願い申し上げま
す。

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　山口　幸生

○結婚記念月のお祝い
　山口　健二・佳代子�さん�ご夫妻（10日）
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歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純

「春よ来い」
作詞：�相馬御風　編曲：�弘田龍太郎
　1923年に雑誌『金の鳥』（1923年3
月1日、金の鳥社）に発表されたのが
初出とされる。歌詞に登場する「みい
ちゃん」のモデルは御風の実子である。
御風の出身地である新潟県糸魚川市の
糸魚川歴史民俗資料館のウェブサイトでは「御風の作詞
曲の中でも知名度の高い作品」と紹介している。

「どこかで春が」
作詞：百田宗治　作曲：�草川信

　日本の歌曲。1923年（大正12年）に歌詞が発表された。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　梅村尚一郎

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
庭木　香充 さん、山口　幸生 さん
円田　浩司 さん、鈴木　清輝 さん
大塚　隆夫 さん、松尾　　貴 さん
筒井　和彦 さん、田中丸善保 さん
橘髙　克和 さん、米倉洋一郎 さん
大久保利博 さん、中川　知之 さん
西田　勝彦 さん、山口　健二 さん
増本　一也 さん、松本　祐明 さん
船越　　温 さん、黒木　政純 さん
福田　金治 さん、永瀬　徳豊 さん
中島　　顕 さん、芹野　隆英 さん
古賀　　巖 さん、吉田　英樹 さん
長野　哲也 さん、大神　邦明 さん
安部　直樹 さん
　新会員 梅村尚一郎さんの卓話に期待して
ニコニコします。

山口　健二 さん
　結婚記念月のお祝い、ありがとうござい
ます。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 32,000円
� 累　　計� 752,000円
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卓　　　　話
「学生時代と社会人の経験」

新会員　梅村尚一郎	さん
（㈱梅村組　代表取締役社長）

学生時代の経験
　世はバブル真っ盛り、同世
代の若者は盛り場だのスキー
だの右往左往しているとき、
わたしは自転車でのロング
ツーリングに凝っていました。卒業論文は
自転車で旧東海道を上ったことを書くこと
にしました。箱根の山で困難を感じ、引き
返すべきかと考えましたが芦ノ湖を見よう、
と思い直してペダルを踏んだのでした。
　この経験で、持続し続けることと短期目
標・報酬の設定が大事ということを学びま
した。

社会人の経験
　入社してすぐ建設現場に入れられました
が、当時は姉歯事件のすぐ後で行政の検査
が厳しかったです。鉄筋の間隔が正常かを
判定する写真を撮っていました。
　リテイクの写真を撮っていたそんなとき、
協力会社の方に「あそこを見てみんね」と
言われます。
　見てみると、紅葉が緑の山の中に点々と
赤くありました。
　ピリピリしていた自分が恥ずかしくなっ
て「ありがとう」と伝えたら「よかよか」
と返されました。
　この経験で、どんなに忙しくても客観性
をもつことを心掛けるようになりました。

　ありがとうございました。

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：大塚　隆夫）
（カメラ担当：船越　　温）

＊今後の例会予定＊�
 3月 1日� ㈱Kiipl&nap（キプランドナップ）
� 浦　　裕樹�様
　　 8日� KCJ�GROUP株式会社
� パートナーアライアンス部
� 副部長　池上　哲朗�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� 調整中

＊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＊
　日時／3月6日㈪　18：00〜
　会場／いけ洲博多屋

＊�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。


