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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）
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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　3 3 24 3,413 21

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 51 名・欠席 28 名・ビジター 0 名・出席率 64.55 ％

《12月16日》会員数 78 名（出席免除会員 25 名）・出席 48 名・欠席 30 名・ビジター 0 名・メークアップ 0 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。
　今、桜が満開です。当初の予定
では本日観桜例会を開催の予定で
したが中止にせざるを得ず、誠に
残念です。
　佐世保市のコロナ感染状況はこ
のところ落ち着いており、先週から指標がフェー
ズ3から2に引き下げられました。このような状況
で、例会の継続と、できれば観桜会に代わる催し
が出来たらと切に願っているところです。
　県内のコロナワクチン接種についてはご承知の
通り、今月から医療従事者から始まり、5月中に終
える予定だそうです。一般の高齢者65歳からの接
種は5月末開始の見通しです。
　7月から開催予定のオリンピックは、外国人観客
を入れない条件で実施する方針が決定されたよう
です。日本における経済効果も大打撃でしょうが、
ワクチン普及も間に合わない中での開催となりま
す。これとて、かじ取りが大変であろうと思います。
良い結果になればと思います。
　私もハンドボールのチケットを購入しておりま
すので是非、試合観戦をしたいと思っています。
　今後のクラブ例会は、引き続き、コロナ禍の中、
出来る限り知恵を絞りながら続けたいと思います。
出席宜しくお願い致します。
　本日は、のびのびとなっておりました新会員卓
話です。長野さんには大変お待たせ致しました。
　夜の観桜会が中止となりましたので、せめて、
お酒の話など聞かせてください。

〔報告事項〕
〇�2021年4月10日㈯　開催予定の「創立70周年記
念式典」はコロナ禍で中止と致しました。残念
ですが年間行事予定から削除願います。
〇�本日、退会挨拶をされました、前田隆夫会員、
浦　義浩会員、これまでの活動、ありがとうご
ざいました。それぞれに新天地でのご活躍を祈
念致します。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．全国RYLA研究会　大会委員長
　	 元RI　理事　石黒　慶一	さん
　大会ホスト地区RID2800（山形県天童市）
　	 ガバナー　齋藤　榮助	さん
　大会ホストクラブ寒河江（さがえ）RC
	 会長　阿部　　清	さん
　第13回　全国RYLA研究会開催のご案内
　日時／2021年5月1日㈯
　　　　登録受付9：30〜　研究会10：00〜16：15
　場所／研究会、夕食会とも
　　　　ホテルサンチェリー（山形県寒河江市）
　登録料／第2800地区以外からの参加
　　　　　会場参加の場合10,000円
　　　　　※オンラインZoom参加の場合
　　　　　　全国ロータリアン5,000円
　　　　　夕食会費：夕食会（4月30日㈮18：30〜）
　　　　　　　　　　参加希望者のみ8,000円
　登録申込／3月末日まで
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2．国際ロータリー理事（2020〜22年度）
	 辰野　克彦	さん（東京西RC）
　メータ会長エレクトPETSオンライン参加（6地
区合同）レコーディングデータ送付ならびにご協
力のお礼
　シェカール・メータ会長エレクトPETSオンラ
イン
　2021年3月13日㈯
　https://youtu.be/9Hv-ym9wz_M
　（YouTube動画・日本語通訳入り）

3．第2740地区ガバナーエレクト	 塚㟢　　寛	さん
　第5Gガバナー補佐エレクト	 山本　規仁	さん
　クラブ奉仕活動事例報告のお願い
　提出物／�特記すべき奉仕活動事例1つないし2つ

を600字以内にまとめ、写真を添付して
ガバナーエレクト事務所に提出。

　期限／2021年6月30日
　提出先／ガバナーエレクト事務所

退 会 挨 拶
　浦　　義浩	さん
　西部ガス㈱　佐世保営業部長
　入会して、1年9ヵ月余りでした
が、楽しく、とても勉強になる時
間を過ごさせていただきました。
　皆様の益々のご活躍を祈念いた
します。

　前田　隆夫	さん
　㈱西日本新聞　佐世保支局長
　2018年12月の入会から2年4ヵ
月、短い間でしたが、皆さまには
大変お世話になりました。ありが
とうございました。
　一番印象に残っているのは、おととしの忘年家
族会でしょうか。昭和の名歌謡曲を歌と振り付け
で披露した、あのステージです。私は黒木先生扮
する前川清のバックで、内山田洋のお面をかぶり、
安福さん、北野さん、黒江さんと息の合ったコー
ラスと、まったく調和の取れていない振り付けで、
会場の喝采、いや失笑を買いました。事前に遠田
プロデューサーの厳しい指導を受けながら練習に
励んだことも良き思い出です。余興にも全力を尽
くす。これも佐世保ロータリークラブの強みでは
ないかと、実感しております。

　4月1日付で福岡市の本社論説委員会に異動しま
す。地域の風土は文字通り、風と土で形成されます。
私は佐世保の土にはなれませんが、風となって佐
世保の外から情報や人の種を運ぶことはできそう
です。引き続き、お付き合いいただければ幸いです。

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　森　　勝之
○結婚記念月のお祝い
　1月	廣瀬　章博・みどり�さん�ご夫妻（11日）
� 田中丸善保・栄子　�さん�ご夫妻（19日）
� 米倉洋一郎・幸子　�さん�ご夫妻（31日）
　2月� 山口　健二・佳代子�さん�ご夫妻（10日）
� 岡　　英樹・節子　�さん�ご夫妻（25日）
� 遠田　公夫・光代　�さん�ご夫妻（27日）
　3月� 山下　尚登・智子　�さん�ご夫妻（ 5日）
� 出端　隆治・紀美子�さん�ご夫妻（10日）
� 長島　　正・圭子　�さん�ご夫妻（18日）
� 中川　知之・ヒサ子�さん�ご夫妻（18日）
� 坂根　　毅・愛子　�さん�ご夫妻（18日）
� 梅村　良輔・涼子�　さん�ご夫妻（25日）
� 菅沼宏比古・美砂子�さん�ご夫妻（25日）
� 芹野　隆英・洋司枝�さん�ご夫妻（26日）
� 加納洋二郎・眞理　�さん�ご夫妻（30日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　内海　暢邦

浦　　義浩	さん、前田　隆夫	さん
　今回が最後の例会出席となりました。これまで
のご厚意に感謝の気持ちを込めてニコニコします。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金吾	副幹事、増本　一也	さん
廣瀬　章博	さん、中島　　顕	さん
草津　栄良	さん、古賀　　巖	さん
坂本　　敏	さん、円田　浩司	さん
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西田　勝彦	さん、筒井　和彦	さん
安福　竜介	さん、出端　隆治	さん
田村　康弘	さん、米倉洋一郎	さん
水元　誠太	さん、坂元　　崇	さん
木村　公康	さん、大久保利博	さん
山口　健二	さん、安部　雅隆	さん
小石原健二	さん、森　　勝之	さん
船越　　温	さん、吉田　英樹	さん
内海　暢邦	さん、陣内　純英	さん
中村　徳裕	さん、大神　吉史	さん
黒木　政純	さん、髙田　俊夫	さん
遠田　公夫	さん
　長野哲也新会員の卓話に期待してニコニコします。

廣瀬　章博	さん、米倉洋一郎	さん
山口　健二	さん、岡　　英樹	さん
遠田　公夫	さん、出端　隆治	さん
長島　　正	さん、菅沼宏比古	さん
芹野　隆英	さん、加納洋二郎	会長
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありがとうご
ざいました。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 45,000円
� 累　　計� 696,000円

卓　　　　話

「自己紹介+宮の歴史」
新会員　長野　哲也	さん

　昨年7月1日入会の長野哲也です。
　実は佐世保ロータリークラブで
の卓話は3回目です。今回はお酒
の話は控えめに自己紹介と宮の歴
史を中心に話します。
　私は佐世保市の南端、宮地区で
生まれ、勤務地、自宅も宮です。多分この例会場
から遠い会員のベスト5に入るくらい遠方から通っ
ております。
　昭和48年生まれで47歳。第二次ベビーブームの

只中に生まれ、当クラブにも同年が4人いらっしゃ
います。
　佐世保南校卒業後、実家の酒蔵に帰る事を前提
に岡山大学工学部のバイオ系学科に進みました。
その後、酒類総合研究所を経て家業の梅ヶ枝酒造
に戻り34歳で現職の社長になりました。
　タイミングが早かったのは偶然その年の決算が
良く、慌てて退職金を取って父が社長を辞めた為
です。その時に会社の株も移動させれば良かった
のですが、未だにチマチマと父から株の譲渡を受
けております。
　会社周辺に両親と兄弟3人の家があり、両親から
見て3息子夫婦に合計孫10人の大所帯で賑やかに過
ごしています。
　宮の歴史の話ですが、町名に宮という地名はあ
りませんが「宇都宮神社」があることから「宮」
地区と言っています。昭和33年に佐世保市に合併
しました。その以前は東彼杵郡宮村でした。
　宇都宮神社の由来ですが、南北朝時代に後醍醐
天皇の息子、尊良親王に随行して九州まで流れて
きた「宇都宮弥三郎」が宮に居つき、その息子が
宮の初代地頭となりました。その息子が父「宇都
宮弥三郎」をはじめ先祖を祀ったのが始まりです。
　結局その家系は3代で途絶え、大村藩大村家系が
宮の地頭になりました。宮は大村藩と平戸藩の境
界で出城も多かった事から会社や自宅の住所は「城
間町」という地名になっている程、重要な軍事的
拠点だったようです。
　大村藩の有名な藩主に初代キリシタン大名の大
村純忠が居ますが、神社・仏閣はことごとく打ち
壊され、キリスト教への改宗に応じなければ奴隷
として南蛮に売られて行くような状況でしたが、
秀吉によりキリスト教が禁教されて後に神社が再
興され今に至っています。
　弊社の創業は記録がある1787年としております。
当時は日本酒のみを製造していましたが、今では
焼酎・リキュール・ジン・甘酒も製造しており何
とか家業を守っていますが、次の100年に向けてウ
イスキーの製造も考えております。
　地酒振興にご協力頂いている県北地酒同好会の
会長を木村公康さんに務めて頂いております。入
会をお待ちしております。

（今週の担当：大久保利博　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


