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会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。

　今週から児童の登校が始まった

ようで、春の交通安全週間にも入

りました。どこでも見られる風景

かと思いますが、交通量の多い交

差点などにお巡りさんや当番の保護者、老人会の

皆さんが、子どもたちの安全を守ってくれていま

す。ありがたいことです。ちなみに相浦地区交通

安全協会会長は長島正パスト会長です。

　20年ほど前、台南クラブを訪問した時のことを

思い出します。

　学校近くの横断歩道で、小学校の当番と思しき

上級生が、長い竹竿を持って車を遮断し、児童歩

行者の横断をさせていました。子どもたちにやら

せて大丈夫かなと心配になり、周りをよく見ると

交差点の各所に、それを見守る先生なのか親なの

かわかりませんが、監視をしている人がいました。

もちろん今の環境はずいぶんと変わってきている

こととは思いますが、　果たして日本でこのような

発想が生まれるだろうかと、当時思ったものです。

　今回のコロナ対策に関しても、台湾では行政と

民間のコミュニケーションによる対策の成功事例

が話題になっています。当時の教育のあり方を勝

手ながら結びつけて、「日本も頑張らなければ」と

思ったことでした。

　台南クラブのAKIRA会長、また国際奉仕委員長

のROGERさんに、まずは4月10日、70周年式典中

止の連絡とともに、70周年に対するご祝辞の依頼

を致しました。また先日の特急列車事故に対する

お見舞いも合わせて、メール交信をいたしました。

　台南クラブはコロナの影響を受けることなく、

通常通りの例会を継続しているとのことでした。

今年度の世界大会は台北開催予定でしたが、世界

のコロナの影響で開催中止となりました。世界へ

のアピールの場でもあっただけに、残念であった

ろうと思います。

〔理事会報告〕

〇今後の例会のありかた　

　�　相変わらず新型コロナ感染症は一進一退です。

今年度は夜の例会、並びに懇親会の開催は、断

念いたします。出来る限り、昼例会の中で諸行

事を行って参ります。

　�　尚、次週例会より環境を考慮して当面、円卓

からスクール着座式に切り替えます。

　　皆さん黙食のご協力をお願い致します。

〇創立70周年事業

　�　3つの社会貢献活動、記念誌の作成に加え、会

員による貢献活動を実施いたします。

　�　九十九島の清掃活動です。詳細は実行委員会

よりお伝えいたします。

〇5月26日㈬　物故者慰霊祭例会を開催致します。

　�　慰霊祭は黒髪山大智院にて行い、終了後例会

場移動という形で予定しています。追ってご案

内いたします。

〇�6月16日㈬　会場変更例会をホテルオークラにて

行います。

　�　楽しい催しをもって開催致したいと思います。

追ってご案内いたします。

《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 26 名）・出席 49 名・欠席 28 名・ビジター 0 名・出席率 63.63 ％

《 3月17日》会員数 79 名（出席免除会員 27 名）・出席 56 名・欠席 23 名・メークアップ 0 名・修正出席率 70.89 ％
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〇�職場訪問の実施を池田真秀委員長にお願いして

おりましたが諸事情を鑑み、今年度は断念致し

ます。

　以上、今後新型コロナ感染症による環境変化が

あれば、その都度対応策を取ってまいりますが、

出来る限り、例会は通常通り開催したいと思いま

す。皆さん宜しくお願い致します。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2021年4月のロータリーレートは、

　1ドル=110円です。（3月は104円）

2．国際ロータリー日本事務局　業務推進・IT室
　母子の健康月間リソースのご案内

3．第2740地区ガバナー事務所
　第2740地区ホームページ更新のお知らせ

委員会報告
■70周年記念⾏事実⾏委員長	 円⽥　　昭
　70 周年記念⾏事企画書（案）
　日本一の海岸線をもつ長崎県、

佐世保市は美しい九十九島を観光

の⽬⽟として観光客を誘致し、私

たち佐世保市民の宝でもありま

す。

　遠⽬には美しい島々ですが、その島々に行って

みると、残念ながら漂着、漁業、釣り人の残した

ゴミ等が散乱し無残な状態であります。

　世界的に海洋プラスチックゴミが問題視されて

いる今、我々にできる事は微々たるものかも知れ

ませんが、次世代へ美しい海を引き継ぐ啓蒙の意

味を含め、⾝近な九十九島の島々の清掃作業を事

業として提案します。

　詳細は総務委員会で調整し、会員全員を対象と

した事業とします。�作業時⼲潮、小潮を選び、日

時は6月3日、予備日4日、参加者は⿅子前の沼本商

店に8時半集合、清掃作業約3時間を予定、終了後

フラッグスにて昼食・解散、参加者は三密を避け�

14名～18名程度を見込んでおります（乗船定員の

関係で制限を設けます）。予算は10万円程度です。

　以下の写真は昨日4月6日、松浦島東海岸（約50�

メートル）で私が拾い集めた漂着ロープやプラス

チックゴミです。

協力：�沼本商店（南九十九島渡船組合員）渡船2隻

をチャーターします�

■70周年記念誌委員会	 　坂元　　崇
　皆様へご依頼していました「私

とロータリー」と過去10年の会長

の皆様へ依頼の原稿の締め切りが

本日までとなっております。

　これから校正を行ってまいりま

すので、まだの方はお早めにお願いいたします。

　事務局または私までメール、または書面にて提

出お願いいたします。

協⼒：沼本商店（南九⼗九島渡船組合員）渡船2隻をチ
ャーターします 
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朗遊会より
	 朗遊会幹事　坂元　　崇

「第3回朗遊会」開催のご案内
　陽春の候、皆様風邪などめされずにお過ごしで

しょうか。

　過ごしやすい季節になってまいりましたが、引

き続き体調管理に十分お気をつけてください。

　さて、2020～2021年度　第3回⽬の朗遊会を下

記の通り開催いたします。

　皆様ご参加よろしくお願いいたします。

　日　程／令和3年4月10日㈯

　時　間／スタート11：30～（集合11：00）

　場　所／佐世保カントリークラブ 石盛岳コース

　　　　　TEL 0956-49-5654

　参加費／2,000円

※�準備の都合上、4月7日㈬までに出欠のご返信を

お願いいたします。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　長野　哲也

遠⽥　公夫	さん
　富永さん、佐世保ホテル・旅館協同組合理事長、

長年お疲れ様でした。おねぎらい申し上げます。

芹野新理事長、お父様に負けぬ立派な舵取りを期

待しています。

菅沼宏比古	さん
　この度の周年事業の一環として西海学園に「マ

リンバ」「フルート」を寄贈していただきました。

　これにより、生徒たちの活動の輪が広がるもの

と思います。

　なにかの機会で、お披露⽬したいと思います。

　本当にありがとうございました。

米倉洋一郎	さん
　私の孫が4月1日より社会人としてスタートしま

した。自祝の意味でニコニコします。

円⽥　浩司	さん
　1月　誕生月のお祝いをいただき、ありがとうご

ざいます。

森　　勝之	さん
　2月　誕生月のお祝いをいただき、ありがとうご

ざいます。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福⽥　金吾	副幹事、米倉洋一郎	さん
長野　哲也	さん、松本　祐明	さん
内海　暢邦	さん、坂本　　敏	さん
谷川　辰巳	さん、出端　隆治	さん
指山　　立	さん、福⽥　金治	さん
井上　斉爾	さん、長島　　正	さん
大久保利博	さん、筒井　和彦	さん
⽥村　康弘	さん、富永　雅弘	さん
西⽥　勝彦	さん、増本　一也	さん
草津　栄良	さん、森　　勝之	さん
木村　公康	さん、大神　吉史	さん
梅村　良輔	さん、坂元　　崇	さん
船越　　温	さん、古賀　　巖	さん
円⽥　浩司	さん、安福　竜介	さん
芹野　隆英	さん、中村　徳裕	さん
陣内　純英	さん、萩原多恵士	さん
廣瀬　章博	さん、髙⽥　俊夫	さん
坂根　　毅	さん、⽥中丸善弥	さん
　新会員 山口健二さんの卓話に期待してニコニコ

します。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 44,000円

� 累　　計� 789,000円
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＊4月  例会卓話者予定＊�

4月14日� 新会員卓話　船越　　温�さん

　 21日� 会員卓話　　髙田　俊夫�さん

　 28日� 会員卓話　　井上　斉爾�さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

（今週の担当：萩原多恵士　カメラ担当：陣内　純英）

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

卓　　　　話
「私の履歴書」

新会員　山口　健二
　私は1960年2月生まれです。

　家族構成は妻と、独立した長男

と次男。それぞれに子供が二人お

ります。同居家族は妻と、黒ラブ

です。

　1960年の出来事・流行を並べると、今上天皇ご

生誕、ローマオリンピック開催、ダッコちゃん等

があります。

　生家は祖父の代は味噌・醤油製造業で、私が物

心ついたころはスーパーマーケットを営んでいま

した。

　子供のころは危険な遊びが好きで大けがをした

り、山火事を起こしたりしておりました。

　佐世保北高在学時はハンドボール部に所属して、

OBの加納会長にはお世話になりました。

　大学時代はラグビー同好会に所属し、歌舞伎町

で肉屋のアルバイトをしながら大学生活を送りま

した。

　その後地元の親和銀行に入行して、36年間の銀

行員生活を送りましたが、親和銀行には感謝の念

しかありません。ただ12回の転勤をしましたので、

引っ越しの苦労が多かった家内、そして何度も転

校した子供には苦労を掛けました。

　銀行員生活を振り返ると、経営不振による上場

廃止に伴う株主説明で全国行脚をしたことが忘れ

られません。

　健康面では、睡眠時無呼吸症候群と診断され

CPAPを装着するようになりました。

　平成30年から西肥自動車の社長となってやった

ことは、100周年のイベントとCMの作成です。「艦

これ」とのコラボ商品の「貯金箱」4,000個を販売

し、売上金から300万円を佐世保市等に寄付しまし

た。

　平成31年3月からは、市内バス路線の運行の一体

化を実施しました。一体化に伴い一部のお客様に

はご不便をおかけしましたが、定期の共通化や交

通系ICカードの導入など利便性も向上したと自負

しております。

　コロナ蔓延までは順調に推移しておりましたが、

このところ路線バスの乗車率が回復せず苦しい経

営が続いております。

　会員の皆様やご家族、従業員の皆様の公共交通

機関利用促進をお願いし、私の卓話を終わらせて

いただきます。

　本日はご清聴ありがとうございました。


