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リートランナー」のみで開かれるそうです。

フルマラソン参加料は返金されず、来年の参

加資格が得られるそうです。

　3月8日㈰開催の女子のオリンピック最終選

考会を兼ねる名古屋ウィメンズマラソンも、

一般ランナーに関してはコースを使用しない

代替えの「オンラインマラソン」を用意する

そうです。

　「オンラインマラソン」とは、専用のスマ

ートフォンアプリを使用するシステムで、場

所を選ばずどこからでも参加できるため、密

集を避けることで感染のリスクを減らせます。

オンラインマラソンで完走したランナーには

ティファニーペンダントなどの完走賞を贈る

そうです。

　マラソンを一人で走る苦しみがわからない

人の発想かと思います。

　42.195㎞という距離は、西肥バス佐世保営

業所から相浦を経由し、小佐々のいりこの贈

りもの直売所を折り返し地点として往復する

と、ちょうどフルマラソンの距離になります。

私も何度か練習で走ったことがありますが、

復路の30㎞過ぎの相浦発電所のアップダウン

は本当にこたえます。

　今はハーフマラソンくらいならともかく、

フルマラソンは走りたいとは思いません。

　今年の11月29日に開催される「長崎平和マ

ラソン」には興味があります。

　西日本新聞の前田隆夫さん、東京海上日動

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　新型コロナウイルスの感染はとどまるとこ

ろを知らず、世界各地で感染者が増え続けて

います。世界経済にも影響を与え、昨日は	

ニューヨークダウが1000ドル以上下げ、史上

3番目の下げ幅でした。

　世界各地のイベントも自粛の動きとなって

います。

　日本政府も、加藤厚生労働大臣が人混みや、

不要・不急の集まりを避けるように促し、イ

ベント開催時期の検討や企業のテレワーク、

時差出勤の推奨を求めています。

　天皇誕生日一般参賀も中止となり、日本経

済への影響もますます大きくなっています。

　3月5日㈭に行われる予定でした商工中金の

講演会も中止になりました。講師は日本陸上

競技連盟のマラソン強化戦略プロジェクトリ

ーダーの瀬古利彦さんでした。

　3月1日㈰に行われる2020東京マラソン大会

は、東京オリンピックマラソン代表選手3名の、

最後の一枠をめぐる代表選考レースのひとつ

であり、その直後の講演ということで、大変

興味あるお話を聞けると楽しみにしていただ

けに、大変残念です。

　特に東京マラソンは、最小限の規模で開催

されることになり、一般ランナー3万8千人の

参加を取りやめ、招待選手など約200人の「エ
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火災保険の小石原健二さん、佐世保RCのラン

ナーの方々には、是非挑戦していただきたい

と思います。

　本日の卓話は、長崎国際大学野球部助監督

の栗原邦夫さんです。よろしくお願いします。

◦	持ち回り理事会にて　2名　都合4名のオリ

エンテーションを行いました

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

◯卓話者　長崎国際大学　地域連携室

	 栗原　邦夫	様

◯ゲスト

　佐世保南RC	 池内　章雄	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．第2740地区ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　クラブ事業・IM等開催について（お願い）

　各事業開催の実施、延期、中止等の判断は、

各グループ・クラブにお任せいたします。

　アンケート集計表とその手引きを添付しま

す。

　4月末日まで。

委員会報告
■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 副委員長　福田　金吾
　ティファニーが8月26日に来

日してから、本日でちょうど半

年となりました。

　この間、加納洋二郎さん、田

中丸善弥さんにはホストファミ

リーとしてご協力をいただき、心よりお礼申

し上げます。今後の彼女の成長を見守ってい

ただければと思います。

　そして、ご案内をしていたように23日に、

坂根毅さんへホストチェンジをいたしました。

　5月の連休前後までお世話になる予定です。

歌 の 時 間
	 ソングリーダー　黒木　政純
「冬景色」
『冬景色』（ふゆげしき）は、歌曲。
文部省唱歌。作詞、作曲ともに
不詳。4分の3拍子。
初出は1913年発行の尋常小学唱
歌教材第5学年用。

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　谷川　辰巳
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、福田　金治	さん
坂元　　崇	さん、一瀬　伸彦	さん
森　　勝之	さん、福田　金吾	さん
黒江　章雄	さん、松本　祐明	さん
安部　雅隆	さん、池田　真秀	さん
安部　直樹	さん
　長崎国際大学地域連携室 硬式野球部助監督

栗原邦夫さんの卓話に期待して、ニコニコい

たします。

池内　章雄	さん
　佐世保南RCから参りました。よろしくお願

いいたします。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　14,000 円

	 累　　計	 663,000 円
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　長崎を選んだ理由は、長崎支社長、九州統
括本部長時代を含め在九州が11年にもなり、
海や山などの自然ばかりでなく「歴史・文化」
があり、人が優しく温かい魅力に惹きつけら
れました。
　キリン社が経営の柱に位置付けた、「CSV（社
会と共有する価値の創造）」という全国でも初
の部署の立ち上げに携わりました。
　東日本大震災の折にはキリンビール仙台工
場も被災し、対策本部事務局長及び、3年間で
60億円を使っての復興支援のプロジェクトリ
ーダーも務め、被災地の方々と直接具体的に
取り組む貴重な体験をさせて頂きました。そ
れまで「営業や工場」の職場は経験したこと
がありましたが、初めて「社会との取り組み」
のCSV推進部長という仕事を任されたので、
震災も退職のきっかけの一つとなりました。
　このCSVから学んだキーワードがあります。
①子どもの笑顔＆スポーツ②地域社会への貢
献の2つです。また今私が勤務している大学の
役割も、「知（教育・研究）の拠点から地（地
域）の拠点へ！」と、大きな期待を寄せられ
ています。

卓　　　　話

『人生二毛作
〜1粒で2度おいしい人生を求めて〜』

長崎国際大学地域連携室
　栗原　邦夫	様

　本日はこのような機会を与え
て頂き、光栄に存じます。私は
2001年より約5年間程、キリン
ビール長崎支社長として勤務い
たしました。その時は長崎中央
ロータリーに所属し、沢山の素敵なロータリ
アンの皆様とお付き合いをさせて頂きました。
今、ここに居ることができるのもそのご縁の
おかげで、大好きな長崎に少しでもご恩返し
ができればと思い、現在、長崎国際大学地域
連携室にお世話になっています。
　入社から34年間勤めたキリン㈱を2015年
に56歳 で 早 期 退 職 し、 長 崎 国 際 大 学 に 転
職、第二の人生を歩み始めました。東京生
まれの東京育ち。早慶戦に憧れて中学から
大学まで、10年間慶應野球部に所属しまし
た。大学では二塁手として、「採用試験前日
の立教戦でホームラン」を打ったおかげで
第一志望のキリンに就職できました（笑） 
　生来地方への憧れが強く、就職後は地方勤
務を熱望し、大阪、茨城、福岡、長崎と各地
を転々としてきました。転機となったのは初
めて東京本社勤務となった47歳。母の入院付
き添い時の空き時間を使って「日経新聞の『私
の履歴書』のような履歴書をノートに書いた
こと」でした。
　退職後からの「第二の人生」を考えるよう
になり、“野球で助けられた人生だから、ス
ポ一ツを通じて子どもたちのお役にたてるよ
う恩返しをしたい”と思うようになりました。
長崎支社勤務時代のご縁を活用し、着々と計
画。その後「教育費の負担解消となる末っ子
の就職内定」と同時に転職活動をし、計画準
備から実現まで約10年かかりました。
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（今週の担当：北野　慎司　カメラ担当：小村　英司）

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

＊2020年3月例会卓話者予定＊
3月11日　佐世保市教育委員会

	 学芸員　川内野　篤	様

3月18日　佐世保工業高等専門学校

准教授　入江　英也	様

3月25日　観桜例会（卓話なし）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ予定＊
日時／3月14日㈯　14：00〜15：30
場所／島瀬公園前（募金活動）

日時／3月17日㈫　16：20〜
会場／西海学園　図書室

＊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。

50 1970

2010 30

p.5

2013 2018

2013 28.1 2018
28.9 0.8

p.9

2040

OS

p.20

p.4


