2018～2019年度 テーマ 「インスピレーションになろう」
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回例会

日》会員数 75 名（出席免除会員 23 名）
・出席 46 名・免除者欠席 9 名・欠席 20 名・ビジター 2 名 ・出席率

61.33 ％

《４月 10日》会員数 74 名（出席免除会員 23 名）
・出席 54 名・免除者欠席 8 名・欠席 12 名・メークアップ 12 名・修正出席率 100.00 ％
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『宇久島について』
宇久町観光協会
ひがき

事務局長 檜垣

おさむ

督様

【宇久島の紹介】
①宇久島の位置、人口等の概要説明
②交通アクセスについて
③佐 世保市と宇久町の面積比較（大きさのイ
メージ）
④宇久島の主な観光地のご紹介
・対馬瀬灯台：五島列島最北端の灯台
・大 浜海水浴場：長崎県下一の透明度を誇る
海水
・汐 出海浜地：放牧が盛んで、周囲には遺跡
が多く発見されている
・城 ヶ岳展望台：五島列島全体を一望できる
唯一の山
【宇久町観光協会の主な取り組み】
①修学旅行の誘致活動について
  佐世保市、(公財)佐世保観光コンベンショ
ン協会ご協力のもと、宇久島初の修学旅行
受け入れを目指して活動している内容のご
紹介
②観光ダイビングの事業化を目指して
  平成26年より宇久の海中資源を観光資源
として活用する為にダイビングを事業化目
標とし、現在に至るまでの活動のご紹介
③宇久島音楽祭～UKUJAM～の開催
  平成26年より島の若者が取り組んでいる
地域振興を目標とした音楽イベント
「UKUJAM」のイベント開催後援に係るご
紹介

例会記録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
宇久町観光協会 事務局長 檜垣
督様
◯ビジター
佐世保西RC
岩崎 邦臣さん
百武 和子さん

入

会

式

■森
勝之さん
JR九州ハウステンボス株式会社
代表取締役社長
推薦者：福田 金治 会員
（カウンセラー）
橘髙 克和 会員
委員会配属：親睦活動委員会
出席・例会委員会
皆さまはじめまして。 ＪＲ九州ハウステンボ
スホテル㈱の 森 勝之です。
この度は、歴史と伝統ある佐世保RCに入会さ
せていただき、ありがとうございます。
精一杯頑張ってまいりますので、何卒、よろ
しくお願いします。
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会 長 挨 拶
会長 古賀
巖
本日の例会は、平成最後の例
会になりました。ちょうどあと1
週間で平成の時代が終わります。
来週の例会日は5月1日㈬にな
りますので、新元号「令和」が
始まる日で、新しい天皇陛下が
即位されるため、祝日で休会になります。
次回、みなさまにお会いする5月8日㈬は、
「令和」初めての例会となります。
昭和生まれの私ではありますが、平成の時代
は、私の愚息である次男が、平成元年1月8日、
つまり、平成になったその日に生まれたことも
あり、個人的には思い入れの深い年号でもあり
ました。
佐世保RC会員として「平成」から「令和」へ
の新しい時代、時代の移り変わりを皆さんと体
験出来て大変幸せであり、記念すべき「平成」
最後の会長と「令和」最初の会長を務めるとい
う、光栄を与えていただいた会員の皆様に、心
から感謝申しあげます。
従って、この「令和」の時代も、きっと思い
入れの深い年号になってゆくのは間違いないと
思います。
これから、我が佐世保RCも木村公康会長エレ
クトや、加納洋二郎会長ノミニーが率いる新し
い時代を迎えます。「令和」の時代とともに、70
年の先を見据えた新しい佐世保RCの歴史を、皆
様とつくりあげていければと感じています。
さて、本日の例会卓話は、宇久観光協会事務
局長の 檜垣 督さんです。
8年前、我がクラブの創立60周年の際に、宇
久町の2つの小学校へ、運動会などで使用するテ
ントの寄贈と、宇久島映画祭を朝長則男佐
世保市長にご列席頂いて開催した事を、昨日の
ように思い出します。
今日は、宇久島の観光に関するお話をしてい
ただけるとあって、大変楽しみにしておりました。
本日も最後までよろしくお願いいたします。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．RID2500PDG（RI第2500地区パストガバナー）
小船井修一さん
規定審議会報告
2019年 規定審議会提出立法案一覧表
2019年 規定審議会議事録
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エンド ポリオ ナウ コーディネーター
松本 祐二さん
ロ ータリーの日本語ではポリオ「撲滅」とい
う言葉を、ポリオ「根絶」という言葉に変更
します。厚生労働省やユニセフなどでも、以
前から「根絶」という言葉を使っています。
ゾーンコーディネーターからコーディネータ
ーに英語の方も変わりました。
２．第2750地区ガバナー		 服部 陽子さん
地区代表幹事 		 青柳 薫子さん
ロータリーデー組織委員会委員長
		 宮崎陽市郎さん
『ロータリーデー2750 フェスタ2019』ご案内
日時／2019年5月12日㈰ 10:00スタート
場所／アーク・カラヤン広場
（東京都港区赤坂1-12-32）
「227」コンサートチケット
（300席）
／3,000円
「バルカン室内管弦楽団」特別来日公演
（350席）
／6,000円
 そ の内、1,000円はポリオプラス
に寄付いたします。
  バルカン室内管弦楽団の演奏会には、
歌手の岩崎宏美さんが友情出演されます。
３．RI第2740地区 地区ローターアクト委員長
		 西畑栄一郎さん
地区ローターアクト代表		 樋口 太助さん
年次大会実行委員長		 鐘ヶ江紗世さん
R I第2740地区ローターアクト第37回年次大会
本登録のご案内
①開催日程・スケジュール
1日目／2019年6月8日㈯
   14:30〜 登録受付開始
   15:00〜 開会式
   15:45〜 クラブ活動報告
   16:50〜 記念撮影
   17:00〜 レセプション
   19:30〜 二次会
2日目／2019年6月9日㈰
   8:45〜
開場・登録受付開始
   9:15〜
開会式
   9:30〜 メインプログラム
   11:30〜 閉会式
   12:00〜 表彰式・卒業式
   12:30〜 全日程終了予定
②会場／ホテル南風楼
③登録料／
RC式典
（登録）2,000円
懇親会
（レセプション）5,000円

二次会 3,000円、宿泊 8,000円
合計 18,000円
2日目のみ参加 2,000円
本登録締め切り／2019年5月10日㈮

慶

４．RI第2740地区ガバナー 福田 金治さん
事務所休業のお知らせ
日程／4月27日㈯〜5月6日
（月･振休）

委員会報告
■奉仕プロジェクト委員会 委員長
5月11日㈯に実施を予定してお
ります軍艦島上陸ツアーの注意
事項ならびに誓約書を、セルフ
ボックスに入れております。ご
一読いただき、よろしければ誓
約書は本日例会終了後までにご
提出いただければ助かります。

円田

浩司

■次期幹事			
有薗 良太
2019〜2020年度 大委員会を次
のとおり開催いたしますので、
ご多用の折、誠に恐縮ですが、
下記構成の方々 は ご 出 席 の 程
宜しくお願い申しあげます。
日時／2019年5月15日㈬ 18:30〜
会場／レオプラザホテル佐世保
（TEL22-4141）
構成／
・理事、役員、監事
・クラブ管理運営委員会（小委員長・副委員長）
・奉仕プロジェクト委員会
（小委員長・副委員長）
・青少年奉仕委員会
（小委員長・副委員長）
・会員増強委員会
（小委員長・副委員長）
・公共イメージ委員会（小委員長・副委員長）
・ロータリー財団委員会（小委員長・副委員長）
会費／7,000円

朗遊会より
朗遊会

幹事

坂元

崇

佐世保市内8RC
親睦ゴルフコンペ参加のお願い
日時／2019年5月26日㈰
場所／三川内ゴルフ場
参加者再募集のお願いです。
お時間があられましたら、ご参
加よろしくお願いいたします。事務局または私
か米倉洋一郎さんへお声掛けください。

祝

親睦活動委員会 福田 金吾
○結婚記念月のお祝い
安部 直樹・恵美子さん ご夫妻（1日）
坂本
敏・和代 さん ご夫妻（7日）
草津 栄良・晴代 さん ご夫妻（7日）
平尾 幸一・透江 さん ご夫妻（14日）
川口 博樹・順子 さん ご夫妻（17日）
円田
昭・美和子さん ご夫妻（20日）
髙田 俊夫・伸子 さん ご夫妻（23日）
橋詰 文雄・ヤヨイさん ご夫妻（26日）
石井 正剛・佳子 さん ご夫妻（28日）
黒江 章雄・美由紀さん ご夫妻（30日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会 橋詰 文雄
佐世保西RC 岩崎 邦臣さん
本日は、新入会員の百武和子君をメークアッ
プに連れてまいりました。お世話になります。
佐世保西RC 百武 和子さん
こんにちは！！佐世保西RCの百武和子と申し
ます。入会して初めてのメークアップです。本
日はお世話になります。どうぞ宜しくお願いい
たします！
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事
宇久町観光協会事務局長 檜垣 督様の卓話に
期待してニコニコします。
大神 邦明さん
私は平成31年3月末で45年間務めた代表取締
役社長を辞任し、取締役会長に就任しました。
次期社長は長男吉史となります。新社長と共に
私も忘れず宜しくお願い申しあげます。
大神 吉史さん
この度、大新技研㈱の代表取締役社長に就任
いたしまして、会員の皆様より激励のお言葉を
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数多く賜り、心よりお礼申しあげます。かかる
うえは一層勉励し、皆様のご期待に添うよう全
力を尽くす覚悟でございます。今後とも変わら
ぬご指導ご厚誼を賜ります様、お願い申しあげ
ます。まずは略儀ながら、お礼申しあげます。
梅村 良輔さん
大新技研様の人事が動き、大神邦明氏が会長
に、大神吉史氏が社長に就任されました。業績
は抜群に好調で、長崎の支店も当社のビルを
TWO(2)フロアもお使いいただいて感謝に堪えま
せん。今後益々のご繁栄をお祈り申しあげます。

【今週のランチ】
魚が新鮮で美味でした。

古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、福田 金治さん
梅村 良輔さん、北野 慎司さん
前田 隆夫さん、有薗 良太さん
新会員 森 勝之さんの入会を歓迎してニコニ
コします。
田中丸善保さん、円田 三郎さん
永年会員表彰
（3月分）
ありがとうございます。
平尾 幸一さん、円田
昭さん
髙田 俊夫さん、橋詰 文雄さん
石井 正剛さん
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

5月８日

5月15日

計

佐世保共済病院 整形外科顧問
  日本整形外科学会専門医
  社会福祉法人 大空の会
  にじいろ診療所 診療所長
萩原 博嗣 様
会員卓話

安部

雅隆さん

（長崎国際大学

5月22日

本日合計
累

2019年5月
＊例会卓話者予定＊

准教授）

令和元年 特別記念休会日

41,000 円
901,000 円

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月21日㈫ 17:00〜に変更（予定）
会場／西海学園高等学校 図書館（予定）

歌の時間
ソングリーダー
「鯉のぼり」合唱

※例会に参加の方は、田中信孝委員長へ連絡ください。

黒木 政純

作詞：不詳
作曲：弘田龍太郎

1913年（大正2年）に刊行された『尋常小学唱歌 第五
学年用』が初出。童謡で、文部省唱歌。こいのぼりの雄
大さをたたえ、男児が雄大に成長するようにという願望
を歌っている。文語調であるため、最近は口語調の「♪
屋根より高い…」で始まる『こいのぼり』のほうがよく歌
われ、この歌はあまり歌われなくなっている。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月11日㈯ 10:00〜 
ボウリング大会
（例会）
会場／西肥シルバーボウル
＊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。
＊R AC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。

（今週の担当：橋詰
（カメラ担当：安部

クラブ会報委員会
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委 員 長
副委員長

大神
黒江

吉史
章雄

委

員

萩原多恵士 ・ 橋詰
安部 雅隆

文雄

文雄）
雅隆）

