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2020～2021年度 テーマ Rotary Opens Opportunities　̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
2020～2021年度 R.I.会長 ホルガー・クナーク （ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンRC）

会　長：加納洋二郎　　　幹　事：納所　佳民
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
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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　2 12 9 3,410 18

《本　　日》会員数 78 名（出席免除会員 24 名）・出席 54 名・欠席 24 名・ビジター 0 名・出席率 69.23 ％

《11月25日》会員数 78 名（出席免除会員 27 名）・出席 51 名・欠席 27 名・ビジター 0 名・メークアップ 1 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんにちは。

　このところ雨も降らず、ある意

味良い天気が続いておりますが、

気象庁による最近の世界的観測で

は、今後ラニーニャ現象が強くな

る可能性があるという発表があったようです。ラ

ニーニャ現象とは、中南米の太平洋側の海水温が

低くなり、温水域が西に押しやられて太平洋西側

の雨が多くなる傾向です。日本での過去のデータ

では寒い冬となり、場所によっては豪雪の可能性

もあるようです。寒い冬が、インフルエンザ同様

にコロナ感染との因果関係にどのように結びつく

か不明ですが、健康には十分にご注意ください。

　都市部のコロナ感染が拡大傾向の中、佐世保は

今のところ落ち着いており、毎回、例会を開催で

きることに安堵を覚える次第です。

　さて今回は、70周年事業に関しての報告です。

　先週12月2日㈬、70周年の記念事業の一環とし

て、長崎国際大学にコロナ感染防止策のPCR検査

機器の一部を寄贈してまいりました。RC会員総意

の代表として円田実行委員長とともに目録贈呈を

致しました。これにより現行のPCR検査能力を大

きく拡大できるとの説明を受けました。今後県北

の地域住民を中心に、ウイルス検査が迅速にでき

ることにより、結果的に感染防止策の一役を担え

れば本望です。

　今回は記念事業委員会の古賀委員長を中心に、

皆さんで事前準備をやっていただき実行に至りま

した。贈呈には、マスコミ関係者の皆さんにもた

くさん集まっていただいて取材を受けました。異

常な環境下で、本来喜ばしいことではありません

が、今回のRCの活動が公共イメージの向上にもつ

ながった事業になりえたと思います。まずは皆様

お疲れ様でした。

　現状のコロナ禍では、皆さんとともに汗を流す

活動というような事業はなかなか難しいですが、

引き続き実行委員会を中心にして地域への貢献活

動を模索し、皆さんからお預かりしている財産を

有効利用させて頂きたいと思います。

　本日は、新会員 指山立さんの卓話です。宜しく

お願い致します。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．RI会員増強担当部
　会員増強詳細報告：2021年に向けて：重要な年

末の最新情報

2．一般社団法人 ロータリーの友事務所
	 　代表理事　鈴木　　宏	さん
　2019-20年度 事業報告

3．第2740地区ガバナー事務所
　第2740地区ホームページ更新内容

　1.国際ロータリー2020年決議審議会

　　決定報告書
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　2.�ロータリー希望の風「風の便り」Vol.6�No.4（通

刊74号）

　第2740地区ホームページ

　https://www.d2740.org/

4．一般社団法人 比国育英会バギオ基金
	 会長　多田　　宏	さん（東京神田RC）
　フィリピン バギオ 留学生の受け入れ、現地に

おける育英事業、奨学金等

　2019年度事業報告の送付と基金へのご寄付のお

願い

委員会報告
■70周年記念事業委員会	 副委員長　廣瀬　章博
　去る12月2日㈬15時より、長崎

国際大学におきまして、PCR検査

施設拡充のため、遠心分離機とア

ングルローターという機器、100

万円分の贈呈式を行いました。

　今後県北地区のPCR検査充実の一助になればと

思います。あわせまして、佐世保市保健所に設置

された感染者対応のための、コンテナハウス型診

察所に勤務される職員の皆様の防寒対策として、

屋外用スタッフジャンパー15着、屋内用スタッフ

ジャンパー50着、屋外用防水型電気ストーブ3台、

合計60万円分を寄贈します。つきましては、12月

15日㈫16時より、佐世保市長室において贈呈式を

行いますので、ご案内申しあげます。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　吉田　英樹
　去る12月5日㈯14時から15時ま

での間、アーケード内の十八親和

銀行佐世保本店前にて街頭募金活

動を行いました。前回と同様、コ

ロナ感染対策のため、募金を呼び

掛けることはぜずに、看板を立てるなどの配慮がな

された募金活動でした。

　今後の予定は下記のとおりです。

　12月12日㈯14時から15時まで、アーケード内の

十八親和銀行佐世保本店前にて、歳末助け合い募金

活動。

■ローターアクト委員会	 委員長　中村　徳裕
　長崎国際大学ローターアクトク

ラブ会長の神山由梨さんから、ク

リスマス例会のご案内が届きまし

た。毎年恒例となっているクリス

マス例会ですが、日頃の感謝を伝

えるため、学生らしいおもてなしをしたいと考え、

楽しいイベントを企画し準備されています。年の

瀬を迎え、公私にわたりご多忙中とは存じますが

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

　日　時／令和2年12月21日㈪

　　　　　18：15〜 受付開始　18：30〜 ⾷事開始

　例会場／ホテルオークラ�JRハウステンボス

　登録料／3,000円

　※�当日ビンゴ大会を行いますので、1,000円程度

のお品をご持参ください。

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　船越　　温
○今月の誕生祝い
　小石原健二�さん（ 3日）、長島　　正�さん（ 5日）

　安部　雅隆�さん（15日）、菅沼宏比古�さん（21日）

　坂根　　毅�さん（21日）
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ニコニコボックス
親睦活動委員会　内海　暢邦

パスト会長 安部　直樹	さん、安部　雅隆	さん
　先日の例会でもご報告がございましたが、本ク

ラブの70周年記念事業として、長崎国際大学の

PCR検査場に検査機器をご寄付いただきました。

　メディアでの報道をご覧になった方も多いか

と思いますが、先週12月2日㈬の例会後に、本学

でその贈呈式が行われ、加納洋二郎 会長、円田　

昭 実行委員長、福田金吾 副幹事、古賀　巖 記念

事業委員会委員長にもご出席いただきました。

　この11月・12月から、感染の再拡大に伴い検査

の依頼数が大幅に増え、機器の増設が急務な課題

になっていた矢先で、このようなご寄付をいただ

きましたことに、佐世保RCの会員皆様に深く感謝

申し上げる次第です。本当にありがとうございま

した。

　つきましては、検査の依頼を皆様の中から頂き

ました折には、「最」優先で検査枠を確保いたしま

すので、遠慮なく私、安部雅隆までご一報ください。

ちなみにPCR検査は原則平日朝、検査結果はその

日の午後にはお伝えしています。また、年末は12

月25日㈮が最終日、年始は1月4日㈪から開始とな

っていますので、併せて申し添えておきます。

　改めまして、この度は本当にありがとうござい

ました。大切に使わせていただきます。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金吾	副幹事、中島　　顕	さん
内海　暢邦	さん、米倉洋一郎	さん
廣瀬　章博	さん、橘髙　克和	さん
円田　浩司	さん、木村　公康	さん
井上　斉爾	さん、古賀　　巖	さん
増本　一也	さん、小石原健二	さん
福田　金治	さん、松本　祐明	さん
大神　吉史	さん、坂本　　敏	さん
筒井　和彦	さん、長野　哲也	さん
中村　徳裕	さん、松尾　　貴	さん
安福　竜介	さん、山口　健二	さん
西田　勝彦	さん、森　　勝之	さん
安部　雅隆	さん、浦　　義浩	さん
陣内　純英	さん、遠田　公夫	さん

古賀　久貴	さん、髙田　俊夫	さん
坂元　　崇	さん、黒木　政純	さん
芹野　隆英	さん
　新会員 指山　立さんの卓話に期待して、ニコニ

コいたします。

小石原健二	さん、長島　　正	さん
安部　雅隆	さん、菅沼宏比古	さん
坂根　　毅	さん
　誕生月のお祝いをしていただき、ありがとうご

ざいました。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 43,000円

� 累　　計� 588,000円

卓　　　　話
「建築業界の最新技術」

新会員　指山　　立	さん
　まずは自己紹介と会社の紹介を

させていただきます。昭和54年1

月22日生まれの41歳です。アソカ

幼稚園、戸尾小学校、旭中学校、

佐世保北高校、福岡大学工学部建

築学科を卒業後、そのまま佐世保に帰ってきまし

た。外で修業をしていないため、父から青年会議

所で修業をしてこいと言われ、23歳の時に佐世保

青年会議所に入会しました。それから18年の時を

経て、昨年の12月に青年会議所を卒業。そして今

年の７月に佐世保ロータリークラブに入会させて

頂きました。家族は妻と子供が３人います。すべ

て男の子です。趣味はテニスです。私が小学生の

時はソフトボール漬けの日々でまったく勉強をし

ていませんでした。小6の最後の大会が終わった時

「とおだのおじちゃん」との出会いがありました。

「お前は野球では飯は⾷えないから、勉強をして建

築士にならんばやろ？」と言われ学習塾に連れて

いかれました。これが私の転機になり、最終的に

無事に一級建築士になることができました。まさ

に私の恩人です。なぜ「とおだのおじちゃん」が
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（今週の担当：坂根　　毅　カメラ担当：安福　竜介）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅 ・ 浦　　義浩

＊今後の例会予定＊
12月16日㈬　新会員　中島　　顕�さん

　　23日㈬　新会員　長野　哲也�さん

　　30日㈬　〜指定休会〜

2021年1月

　　 6日㈬　クラブ協議会

　　13日㈬　新会員　山口　健二�さん

　　20日㈬　70周年タイム

　　27日㈬　長寿祈願祭・祝賀会（昼例会内で実施）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月12日㈯　14：00〜15：00

場所／四ヶ町アーケード内十八親和銀行前

　　　（歳末助け合い街頭募金活動）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月21日㈪　18：30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　　　（クリスマス例会）

＊�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。

「建築士にならんば」と言われたかというと実は祖

父も建築士だったからなのです。つまり私で三代

目。私の長男と二男も、今のところ「建築士になる」

と言ってくれていますので、10年後には4代目が誕

生しているかも知れません。

　次に会社の紹介をさせて頂きます。指山建築フ

ァクトリーは平成10年に設立しました。開設者は

父である指山康二です。業務内容としては、建築

設計、構造設計、建物調査診断、加えまして新築

工事やリフォーム工事もしています。ただの設計

事務所ではなく、工事まで行うことが今の指山建

築ファクトリーの最大の強みです。そして今年の2

月3日に代表取締役を交代させて頂きました。

　それでは本題の「建築業界の最新技術」の話へ

入らせて頂きます。まずは一条工務店では「耐水

害住宅」を開発されております。洪水の時に船の

ように浮くのが特徴です。流されないために船の

係留のようにロープで固定されます。窓や玄関か

らの浸水もありません。続いて3Dプリンターを使

った建築物の紹介です。機械が造るので24時間施

工ができ、建築コストも安く、材料のロスも少な

く環境に優しいのが特徴です。また、人手不足の

解消にも繋がると共に、曲線を使った建物も容易

に建築できます。アメリカや中国、ロシアでは既

に実用化されており、住宅規模の建物が建てられ

ています。日本は法整備も含め出遅れているのが

現状です。その他にも、様々なロボットが開発さ

れており、人手不足の解消に向けての技術革新が

進んでいます。最後に「コロナと建築」について

ですが「触らない・とどまらせない」をテーマに、

抗菌材料やセンサーで反応する設備が開発されて

います。我々建築士は「時代の変化」や「最新技術」

に対するアンテナをしっかりと立てながら仕事に

取り組まないと生き残っていけないと感じていま

す。


