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とが大切です。
　「好きこそものの上手なれ」という言葉のよ
うに、本人が楽しく続けることのできる習い
事に巡り合うことができれば、夢中になって
打ち込んでどんどん上達するようになりま
す。反対にただ好きなだけで練習しなければ、
「下手の横好き」と言って全く上達することが
できない場合もあります。
　ロータリーの精神や理念を知ることがロー
タリーが好きということに通じることだと思
います。私たちは例会や事業・行事で貴重な
時間をロータリーに使っています。よりロー
タリーを知ってよりロータリーが好きになれ
ば、楽しい時間が増えるのではないでしょう
か。私自身は1年前に比べて少しロータリー
が好きになった気がします。

〔理事会報告〕
１．新会員入会並びに委員会配属	 【承認】
　	一瀬伸彦さん　親睦活動、出席・例会委員会

２．クラブ協議会	 【協議】
　6月20日：クラブ奉仕・管理運営委員会

R奉仕プロジェクト委員会
ロータリー財団委員会

　6月27日：会員増強委員会
クラブ広報委員会
青少年奉仕委員会

３．役員交代式について	 【報告】

４．ガバナー激励会開催について	 【報告】

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

	 会長　　富永　雅弘
　本日6月6日は「芒種」と言
い、稲などの種をまく頃だとさ
れています。また、数字の形や
読みなどから「ロールケーキの
日」「補聴器の日」「カエルの
日」「コックさんの日」などで
もあります。
　さらに、「6歳の6月6日に習い事を始めると
上手になる」という言い伝えにちなんで「稽
古の日」とされています。「稽古の日」にあや
かって「楽器の日」「邦楽の日」「いけばなの
日」など、たくさんの芸事の日にもなってい
ます。なぜ6月6日なのかは諸説あるようです
が、一説には江戸時代の歌舞伎のセリフに「6
歳の6月6日の…」という言い回しがあり、こ
れが庶民の間で習い事を始めるのに良いと広
まったようです。
　6歳（数え7歳）で始めるのは、室町時代の能
の世阿弥が著した「風姿花伝」という書物に
「能では7歳ころから稽古を始める…」とい
う言葉があり、「この頃になると個性が出てく
るので、子供の心の赴くままにさせて、厳し
く怒ったりするとやる気をなくし芽を摘んで
しまう」と書いています。世阿弥は子供の自
発的な動きに方向性だけを教え、導くのが良
いという考えを示しています。
　しかしながら現実には子供に習い事を教え
るのは苦労も多く、6歳で始めようが持続しな
ければ上手にはならず、練習に飽きてしまっ
たり先生と合わなくてやめてしまうこともあ
るようです。習い事は本人のやる気・モチベ
ーションが大切で、これを上手に引き出すこ
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	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局業務推進･資料室
　①	「2016年手続要覧」の価格が変更となりま
した。

　　　＄6から値下げ価格	＄4
　②	2018年6月「ロータリー親睦活動月間」
の月間リソースのご案内

　　　	2018年6月	新出版物 ･リニューアルの
ご案内

２．ガバナー会議長	 猿渡　昌盛さん
　	地区における植樹総本数アンケート調査ご
協力のお願い
　	　イアンH.S.ライズリーRI会長は「2018年
のアースデイ」までに、少なくとも一人一本
の木を植樹しましょうと提唱されました。
そのアンケートです。

３．第2740地区ガバナーエレクト
	 　福田　金治さん
　　次年度月信委員長	 中村　徳裕さん
　次年度月信についてお知らせ
　①	作成費削減の為「ページ数」と「カラー
ページ」を減らします。

　②	月信用のファイルは、各クラブでのご対
応をお願いします。

４．主催：第5･第6グループロータリークラブ
　　主管：佐世保南ロータリークラブ
　　　　　2018〜2019年度会長　中島　洋三
　	第5･第6グループ合同第2740地区	福田金治
ガバナー激励会のご案内
　　日時／2018年7月6日㈮　18:30〜
　　会場／	九十九島ベイサイドホテル＆リゾート

フラッグス
　　会費／6,000円
　	ご案内･申込み書をセルフボックスに入れて
おります。

５．学校法人	西海学園
	 	理事長　菅沼宏比古	様
　	平成30年度西海珠算大会及び平成31年度以
降中止についてお知らせ

６．佐世保学園長	 竹内　祥泰	様
　「	社会を明るくする運動」月間における意見
発表会開催のご案内

　　日時／2018年7月6日㈮　13:30〜15:40
　　会場／佐世保学園体育館

◯卓話者
　フーリンラージ㈱	 取締役　横尾　初喜	様
◯ゲスト
　フーリンラージ㈱
	 長崎支部長　田中　健之	様
◯ビジター
　佐世保南RC	 西沢　雅幸さん
◯例会風景

■一瀬　伸彦さん
　㈱十八銀行　佐世保支店
　執行役佐世保支店長	兼	
　佐世保地区本部長
　推薦者：田中丸善保	会員
　　　　　安部　直樹	会員
　　　　　（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　ただ今ご紹介頂きました十八銀行佐世保支
店の一瀬と申します。このたびは、歴史ある
佐世保ロータリークラブへの入会をご承認い
ただき誠にありがとうございました。前任地
の諫早では、諫早ロータリークラブに所属し
ておりました。引き続き皆様とロータリー活
動ができることを楽しみにしております。
　私は、今年4月に佐世保支店に赴任してまい
りました。佐世保地区の勤務は初めてでござ
いますが、母の実家が船越で、佐世保はとて
もゆかりある街です。着任以来、皆様に良く
していただき、おいしい食べ物も多くすでに
佐世保が大好きになっています。
　私自身微力ではありますが、精一杯努力し
ていく所存でございますので、今後ともご指
導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいた
します。

幹 事 報 告

入　会　式
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■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
　6月3日㈰	午前9時より名切中
央公園	友愛の森におきまして
「空き缶回収」を行いました。
会員13名＋大神Jr×2名のお手
伝いをいただき、無事終了いた
しました。例年よりたくさんの
ごみが集まりました。ご参加いただきました
会員の皆様お疲れさまでした。

■次年度親睦活動委員会	委員長　吉田　英樹
　前回もご案内いたしました
が、6月30日㈯〜7月1日㈰にか
けて遠征しての役員交代式を行
います。出欠の回答期限が本日
となっておりますが、若干名ご
回答をいただいておりません。
ぜひ出席欄に印をつけていただきご回答いた
だければと思います。日帰りでの出席でも構
いません。また、ゴルフ出席者の乗り合わせ
に関しては後日決定したいと思います。
　よろしくお願いします。

■2018-2019年度地区大会実行委員長
	 橘髙　克和
　2018-19年度地区大会までい
よいよあと163日となりました
が、本日第2回目の地区大会実
行委員会/委員長・副委員長会
を執り行います。会場は九十九
島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス、18:30からの開催です。
　今回は各委員会毎の会議や質疑応答を通
じ、意見のすり合わせを図りたいと考えてお
ります。

　皆様の貴重なお時間をいただくこととなり
ますが、ご協力、どうぞよろしくお願い申し
あげます。	

	 親睦活動委員会　赤木　征二
佐世保南RC　西沢　雅幸さん
　佐世保南RCの西沢です。宜しくお願いします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、増本　一也さん
大久保利博さん、米倉洋一郎さん
　フーリンラージ㈱取締役（映画「こはく」
実行委員会）横尾初喜様（監督）の卓話に期待
してニコニコします。

古賀　　巖さん
　本日の卓話を補助して下さる田中さんは、
ジェリーズポップコーンの仲間です。今はシ
ステム開発の仕事がメインになられているそ
うですが、横尾監督と幼なじみだそうで映画
にかかわられているとのこと。今日の卓話に
期待してニコニコします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、増本　一也さん
安福　竜介さん、赤木　征二さん
安部　雅隆さん、中川　知之さん
米倉洋一郎さん、福田　金治さん
橘髙　克和さん、石田　謙二さん
　新会員	一瀬伸彦さんの入会を歓迎してニコ
ニコします。

西田　勝彦さん
　6月3日㈰、市民大清掃の日の空き缶回収に
参加すると報告しておきながら、当日は何の
連絡もしないまま欠席してしまいました。社
会奉仕委員の皆様をはじめ、参加された会員
の皆様、すみませんでした。お詫びにニコニ
コさせていただきます。

芹野　隆英さん、遠田　公夫さん
　おかげ様で朗遊会で優勝、3位入賞できま
した。ありがとうございました。

ニコニコボックス

委員会報告

ニコニコボックス	 本日合計	 　25,000 円

	 累　　計	 1,124,000 円

◇

次年度報告
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：中川　知之）
（カメラ担当：西田　勝彦）

『自伝的映画「こはく」と
　長崎での活動予定について』

　　フーリンラージ㈱　取締役
　　映画「こはく」監督
　　　　横尾　初喜	様

※当日が映画「こはく」のオールラッシュ（画の完
成をスタッフで確認する場です）のため、日活にあ
ります試写室（映画館のような場所です）にてテレ
ビ電話での対応になりますことご了承ください。	

【自己紹介】
長崎県佐世保市出身。
中学・高校と青雲学園の寮生活で過ごし、
横浜国立大学経営学部へ進学。大学4年から
映像制作会社にて下積みを始める。	
26歳でディレクターに。	
2008	年、映像制作会社「フーリンラージ」
を設立。取締役就任。	
現在、グループ会社含め4社。総社員数	120	
名以上。	

【映画「こはく」に至る経緯 】
　18歳で関東に出てきてから、地元長崎への
想いが日々強くなっていきました。映画を撮
ることを決めたのが今から10年ほど前。地元
長崎に何か恩返しができないかずっと考えて
いました。
　長編映画一作目を本来ならば地元長崎でと
いう思いもあったのですが、製作委員会や脚
本の都合上、石川県にて撮影。2017年11月よ
り全国公開が始まり、長崎市、佐世保市でも
上映していただきました。その中で、二作目
の長編映画は絶対に地元長崎で行いたいとい
う思いのもと、自身の体験を元にした物語を
製作。
　「長崎から世界へ」をキャッチフレーズに、
今年4月に無事撮影終了。今、ヨーロッパ、
アジア映画祭へ向けて粛々と編集作業を進め
ているところです。	
				→	映画「こはく」メイキング映像へ	

卓　　話

＊6月  例会卓話者予定＊	

６月20日　クラブ協議会

６月27日　クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／６月19日㈫　16:00〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／６月14日㈭　18:30（食事）〜
会場／長崎国際大学	食堂

日時／６月28日㈭　18:30（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
＊	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。

【今後の展開について】
　この映画を進めるにあたって、弊社フーリ
ンラージの支部を長崎に開設しました。これ
から地元長崎を映像という力を使って、微力
ながら盛り上げていく所存です。
　直近といたしましては、次作の映画もオー
ル長崎での撮影を掲げて2019年中に撮影でき
るべく動いています。そして、この活動が
中、長期的に永続していけるような機関を来
年めどに設立予定です。
　また、文化で長崎を盛り上げるべく、長崎
国際映画祭（仮）を2020年を目標に開催できな
いか長崎各企業の方々とお話させてもらって
います。
　30年先、子供たちが長崎に住みながら、自
分の夢を実現できる社会を少しでも担える活
動ができればと思っています。	
　今後とも宜
しくおねがい
いたします。	


