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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、多数のご出席をい
ただきありがとうございま
す。

【インターシティミーティングについて（続編）】
　本日は、2月23日に開催されたインターシ
ティミーティングで大変お世話になりまし
た、橋口佳周第6グループガバナー補佐、佐
世保中央RCの馬場貴博実行委員長にご来訪
をいただいております。後ほど、直接ご挨
拶いただきますので、よろしくお願いいた
します。先週の会長挨拶の内容のほとんど
が、IMについてのお話でしたので、重複し
ないようにしなければなりませんが、せっ
かくですので、あらためてお礼を兼ねてお
話させていただきます。
　橋口佳周第6グループガバナー補佐、馬
場貴博実行委員長のリーダーシップのもと、
ホストクラブ佐世保中央RCの皆様が、入念
な準備のもと素晴らしい大会運営をされま
した。今回のインターシティミーティング
によって、近隣の11クラブを、より身近に
感じることができ、相互の親睦が深まるき
っかけになったと感じています。
　それぞれのクラブが主体性をもって参加
できるよう、プログラムを工夫されていま
した。佐世保RCからは、安部雅隆副幹事が
登壇してプレゼンテーションを行い、福田

金吾幹事がパネラーを務めましたが、各ク
ラブにとって登壇者を応援する機運が生ま
れ、盛り上がる企画をされていて流石だと
思いました。
　各クラブ自慢のコーナーでは、それぞれ
のRCの例会の料理自慢が多かったという印
象ですが、それもまた、ロータリーの魅力
をあらためて感じることができて、メーク
アップに行ってみたいという気にさせる意
義ある時間だったと感じています。準備か
ら運営に多大なるご尽力をされた橋口佳周
第6グループガバナー補佐、馬場貴博実行委
員長をはじめ、ホストクラブ佐世保中央RC
の皆様に深く御礼を申し上げるとともに、
当日参加いただいた皆様にあらためて御礼
を申し上げます。

【長崎国際大学ローターアクトクラブ
役員交代式について】

　今週3月6日月曜日、いけ洲博多屋にて、
長崎国際大学RAC役員交代式が開催されま
した。後ほど委員会報告の中で、坂元崇青
少年奉仕委員長より詳しくご報告いただけ
ると思いますが、ここで感想を共有したい
と思います。
　今回、4年間活躍された会長の神山由梨さ
ん、そして台湾からの留学生リンウェイイ
さんが卒業され、新しい会長山本蒼悟さん
への役員交代式が執り行われました。4年生
のみなさんにとっては、入学後にコロナ禍
となり、活動も新会員の勧誘もままならな
い状況で、大変なご苦労をされたと思いま

《本　　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）・ビジター 2 名・出席率 65.75 ％

《 2月22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）・メークアップ 11名・修正出席率 82.54 ％
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すが、昨年はリモートでの例会を開催する
など、工夫をしながら、次につながる活動
をなされたことに敬意と労いを表したいと
思います。
　特にリンウェイイさんについては、ロー
ターアクト委員会メンバーでもある岩崎正
俊社長が経営されるJR九州ハウステンボス
ホテル㈱に就職が決まられ、懇親会では社
長の前に座って笑顔で会話され、素晴らし
いご縁になったと嬉しく思っております。

【キッザニア見学に備えて卓話で予習を！】
　本日の卓話の講師として、キッザニアの
運営会社である、KCJ GROUP㈱事業開発
本部パートナーアライアンス部　副部長　
池上哲朗様をお迎えしております。今回は
じめての事業でもありますので、事前にお
話しを聴ける機会をいただけたことを大変
ありがたく思っております。
　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「我等が生業」
◯ビジター
　佐世保中央RC
　第6グループガバナー補佐 橋口　佳周 さん
 IM実行委員長　馬場　貴博 さん
◯卓話者
　KCJ GROUP㈱ パートナーアライアンス部
 副部長　池上　哲朗 様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.国際ロータリー
　 プロジェクトの効果を高める：ウェビナー

シリーズのご案内

2.RI会長杯ロータリーワールドゴルフ大会
　日本事務局
　ガバナー会議長	 嶋村　文男	さん

　1.RI会長杯ワールドゴルフ大会のご案内
　　大会開催期間 2023年5月5日〜5月10日
　　参加申し込み締め切り日 2023年4月25日
　2.RI会長杯ワールドゴルフ大会の概要
　3.大会の流れ
　4.大会フライヤー
　5.参加人数のお伺い

3.佐賀RC	 会長　福岡　　桂	さん
　創立70周年記念行事実行委員会
	 委員長　堤　　光昌	さん
　 佐賀RC創立70周年記念式典並びに祝賀会

ご出席のお礼

4.第5グループガバナー補佐	 安部　重幸	さん
　第6グループガバナー補佐	 橋口　佳周	さん
　ホストクラブ佐世保中央RC
	 会長　前田　眞澄	さん
　	 実行委員長　馬場　貴博	さん
　�IM（インターシティ ミーティング）出席の
御礼

　 　先日の第5 ・6グループ
IMに、ご多忙の中ご出席を
賜り誠にありがとうござい
ました。また、多数のご登
録・ご協力を頂き感謝申し
上げます。

　　今回のIMでは、テーマを
「不易流行　ロータリーは何
処へ」とし、近隣のロータリ
ークラブの方たちと、ロータ
リーのテーマに対して議論し、それぞれの
クラブの見方、考え方を、聞いて感じて自
分達のクラブに持ち帰りクラブの活性化に
応用すること。又、近隣のクラブの方たち
と交流を図ることを目的として開催させて
いただきました。本会参加者全員、有意義
な研修となり、また全クラブが親睦を深め
られたのであれば幸いです。
　最後に、ご案内・式典・親睦会と不行届
きの点、まずはお詫び申し上げますと共に、
貴ロータリークラブが益々ご発展されます
事を会員一同心よりご祈念申し上げます。
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5.ガバナーエレクト	 緒方　信行	さん
　次年度地区研修リーダー	塚㟢　　寛	さん
　地区研修・協議会実行委員長
	 藤井　良介	さん
　次年度地区幹事	 村瀬　高広	さん
　2023〜2024年度　地区研修・協議会
　開催のご案内
　1.日　時　2023年4月23日㈰
　　登録受付　12：30〜13：30
　　協 議 会　13：30〜17：10
　　懇 親 会　17：20〜18：30
　2.場　所　ホテルオークラJRハウステンボス
　3.対象者
　　①会長　②幹事　③クラブ管理運営部門
　　④会員増強・公共イメージ部門
　　⑤ 奉仕プロジェクト部門
　　　（職業奉仕・社会奉仕）
　　⑥奉仕プロジェクト部門（青少年奉仕）
　　⑦ロータリー財団・米山記念奨学部門
　4.登録申込日　4月10日㈪

6.国際ロータリー第2740地区ローターアクト
　実行委員長	国際大学RAC	山本　蒼悟	さん
　鎮西大学ジャズアンサンブルRAC
	 神川　朝日	さん
　地区ローターアクト代表	鐘ヶ江紗世	さん
　2022-23インターシティミーティングのご案内
　日程　2023年3月11日㈯
　　　　12時半〜受付　13時〜開会
　場所　ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料　RC式典4,000円 オンライン1,500円
　登録期限：2023年3月5日㈰

委員会報告
■青少年奉仕委員会	 委員長　坂元　　崇
　3月6日㈪18時より博多屋に
て長崎国際大学ローターアク
トクラブ役員交代式が行われ
ました。本クラブから福田金
治パストガバナー、中村会長、
増本パスト会長、福田幹事、安部副幹事、
谷川委員長、松尾慶一さん、芹野さん、岩

崎さん、廣瀬さん、そして私の11名の参加
と大学からは4年生で卒業予定の神山会長と
リンウェイイさん、そして1年生の次年度会
長の山本さん、新入会員の森さん、平山さ
んと滝先生、梶山さんの7名、総勢18名の参
加を頂き盛大に執り行われました。神山会
長からのバトンは1年生の新会長山本さんへ
渡り、新しく2名の会員を迎えることが出来
ました。ここ数年はコロナ禍で会員拡大活
動やローターアクト活動が思うようにでき
ずに大変苦しかったようですが、ようやく
コロナ禍も明けてより活発に活動してくれ
ることと思います。今後ますますロータリ
アンの皆様にはローターアクト例会をはじ
め、各行事などへのご協力をよろしくお願
いしまして役員交代式の報告とさせていた
だきます。

■親睦活動委員会	 委員長　安福　竜介
　3月29日 ㈬18時30分 よ り ホ
テルオークラJRハウステンボ
スに於きまして、恒例の観桜
例会を開催いたします。
　通常の「桜を眺めながら」

3月11日　長崎国際大学卒業式にて
左から　リンさん、神山会長、小関さん
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という感覚・嗅覚の他に、「旬のお魚や桜風
味のデザート」を準備いたしまして、触覚・
嗅覚・味覚を満たしていただきます。また、
今年度は福岡を中心に活動されております、
大変お美しい「クラシックギタリストの上
野芽実さん」をお呼びしまして、春に因ん
だ楽曲を弾いていただき聴覚でも楽しんで
いただけるようにいたしました。
　という事で、「五感で春を満喫いただく例
会」を基本コンセプトに行いますので、是
非多くの会員の皆様のご参加をお待ちして
おります。よろしくお願いします。

■財団・米山・補助金委員会
	 委員長　坂本　　敏
　「トルコ・シリア大地震 支
援金」について、ガバナー会
からの支援金の取りまとめの
お知らせに呼応する形で、国
際ロータリー2740地区上村春
甫ガバナー、山下雄司地区幹事より、当ク
ラブに対して支援金とりまとめの依頼を受
けました。
　皆さまご存じのとおり、去る2月6日にト
ルコ・シリアにて大地震が発生いたしまし
た。
　このことについて佐世保ロータリークラ
ブといたしましても協力したいと存じます。
つきましては、ご協力いただける方は、本
日3月8日と来週15日の例会にて、ボックス
を回す形で、支援金を募りたいと思います。
よろしくご協力の程お願い申し上げます。

慶　　　　祝
親睦活動委員会　岩崎　正俊

⃝今月の誕生祝い
　西田　勝彦 さん（ 3日）
　納所　佳民 さん（ 8日）
　中島　祥一 さん（12日）
　増本　一也 さん（21日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　中村　真弥

第6グループガバナー補佐 橋口　佳周 さん
　本日は、2月23日に開催いたしましたIM
の御礼のご挨拶にお伺いさせて頂きました。
　IMには、会員の皆様全員のご登録頂き、
又当日はたくさんの会員の方々にご出席い
ただきまして誠にありがとうございました。
おかげさまで無事に終了することができま
した。
　これも第5グループ、第6グループの会員
皆様のおかげと感謝申し上げます。
　今年度も残すところ4か月足らずとなって
おります。貴クラブの益々のご清栄と会員
皆様のご健康をご祈念申し上げます。

佐世保中央RC IM実行委員長
馬場　貴博 さん
　今回のインターシティーミーティングに
際しまして佐世保RCの皆様には大変お世話
になりました。お陰様で無事終了すること
ができ、厚く御礼申し上げます。
　福田金治パストガバナーにおかれまして
は事前に御助言等も頂きまして大変感謝し
ております。
　佐世保RCの益々のご発展と会員の皆様の
ご健勝を祈念いたしましてお礼とさせてい
ただきます。尚当日の不行届がありました
ら、お詫び申し上げます。
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中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、山口　健二 さん
岩崎　正俊 さん、庭木　香充 さん
中島　　顕 さん、橘髙　克和 さん
坂根　　毅 さん、松尾　　貴 さん
増本　一也 さん、福田　金治 さん
永瀬　徳豊 さん、内海　暢邦 さん
船越　　温 さん、安福　竜介 さん
納所　佳民 さん
　KCJ GROUP㈱事業開発本部パートナー
アライアンス部副部長池上哲朗様の卓話に
期待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
　2月23日のIM大変お世話になりました！
　橋口ガバナー補佐、馬場実行委員長のご
来訪、心より歓迎申し上げます。

福田　金治 さん、福田　金吾 さん
橘髙　克和 さん
　橋口佳周ガバナー補佐のご来訪を歓迎し
ます。
　先日のIMは、橋口ガバナー補佐のリーダ
ーシップにより、とても素晴らしい大会に
なりました。
　心よりお祝いと労いを申し上げます。

西田　勝彦 さん、納所　佳民 さん
中島　祥一 さん、増本　一也 さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございました。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、鈴木　清輝 さん
庭木　香充 さん、前田　真一 さん
安福　竜介 さん、永瀬　徳豊 さん
山口　幸生 さん、福田　金治 さん
出端　隆治 さん、岩崎　正俊 さん
草津　栄良 さん、中川　知之 さん
廣瀬　章博 さん、大久保利博 さん
田中丸善保 さん、内海　暢邦 さん
橘髙　克和 さん、坂元　　崇 さん

梅村　良輔 さん
　山田さん復帰おめでとうございます！
　お待ちしておりました。健康に留意いた
だき、引き続きご尽力いただければ幸いで
す。

◇
ニコニコボックス 本日合計 54,000円
 累　　計 820,000円

卓　　　　話
「キッザニアのコンセプトと楽しみ方」

KCJ	GROUP㈱　事業開発本部
パートナーアラインアンス部

副部長　池上　哲朗	様
　私は、前職がハウステンボ
スで佐世保に約10年住んでい
ました。現在はこどもの「社
会・職業体験施設」キッザニ
アに勤めています。
　キッザニアはこども達がいろいろな体験
をする中で「楽しみ・学び・気づき」を提
供し、生きる力を育んでいます。
　メキシコから始まり現在世界17ヵ国26ヵ
所で展開していますが、日本国内では昨年7
月に3施設目が福岡にオープンいたしまし
た。
　こども達の「僕たちなら世の中をもっと
良くできる！」との意思から建国されまし
たが、ロータリークラブ様の「世界を変え
る行動人」というキーワードに通じるもの
があると思います。
　施設だけでなく、地方自治体様が主催し
私たちが監修という形でお手伝いする「Out 
of KidZania」もあります。
　こども達がキッザニアを楽しむことによ
り、地元佐世保市にも魅力的なお仕事があ
ることを知るきっかけになれば嬉しく思い
ます。
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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：中島　　顕）
（カメラ担当：中村　真弥）

＊今後の例会予定＊ 
 3月22日 させぼパール・シー株式会社
 九十九島水族館海きらら
 館長　秋山　　仁 様
　　29日  観桜例会
 （ホテルオークラJRハウステンボス
 18：30〜）
 4月 5日 株式会社長崎ヴェルカ
 代表取締役社長　伊藤　拓摩 様
　　12日 ミセスジャパン2022 日本大会
 ファイナリスト 中村亜紀子 様
　　19日 調整中
　　26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＊
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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ZanK-U!

略歴
1989年　ハウステンボス株式会社
　　　　入社　運営部配属
2001年　ハウステンボス株式会社
　　　　法人営業部　課長
2008年　ハウステンボス株式会社
　　　　東京支社長
2016年　KCJ GROUP株式会社　入社
　　　　スポンサー部
2020年　KCJ GROUP株式会社
　　　　スポンサー部　副部長
現在に至る


