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2021～2022年度 テーマ SERVE TO CHANGE LIVES　̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
2021～2022年度 R.I.会長 シェカール・メータ （カルカッターマハナガルRC／インド・西ベンガル州）
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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　年内の例会も今日を含めて
あと2回となり、時が進むの
が早いなぁと感じます。
　さて、先週開催いたしまし
た忘年家族会は、多くの会員とご家族の方
にご参加いただき、楽しいひと時を過ごす
ことができました。皆様はいかがでしたで
しょうか。昨年、今年とコロナの影響で懇
親を深める会がほとんど開催できず、久々
に盛り上がったように思います。また、会
を準備運営していただいた親睦委員会の皆
様、そして新会員の皆様、本当にありがと
うございました。各テーブルでのマジック
ショーは、あちらこちらで歓声が上がって
いたのが印象的でした。すべての皆様のご
協力に心から感謝申し上げます。
　本日は、会員の井上斉爾さんに卓話をお
願いしております。実は、ずいぶん前にお
願いしていたのですが、コロナの関係で例
会休会となり何度も変更させていただきま
した。ご迷惑をお掛け致しましたが、よう
やくこの日を迎えます。
　よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．ガバナー会	 議長　三浦　眞一	さん
　RI会長杯ロータリーワールドゴルフ大会
　のお知らせ
　主催者／シェカール・メータRI会長
　期　日／�2022年2月14日〜20日までのご

都合の良い日と時間帯での期間、
世界中のロータリアンへ「ポリ
オ寄付」を呼び掛けて開催

　日本国内担当者／浜松南RC
　　　　　副会長　アーネスト・ララカ・シルバー�さん
　Email／lalaka@ernesttrading.com
　携帯電話番号／090-3552-6670
　2022年2月19日㈯開催予定で調整中

2．ガバナー事務所	地区幹事　岡田　康信	さん
　年末年始休業のお知らせ
　12月29日㈬〜1月4日㈫

3．ガバナーエレクト事務所
	 次年度地区幹事　山下　雄司	さん
　事務所休業のお知らせ
　12月29日㈬〜1月4日㈫

委員会報告
■親睦活動委員会

委員長　古賀　久貴
　12月11日㈯は忘年家族会に
102名の皆様にご参加頂きま
した。

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 50 名・欠席 11 名・ビジター 0 名・出席率 81.97 ％

《12月 1日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 48 名・欠席 14 名・メークアップ 1 名・修正出席率 79.03 ％
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　ありがとうございました。
　新会員の皆様方には、佐世保RC選りすぐ
りのマジシャンとして、マジックのご披露
を頂き、ありがとうございました。
　帰りに多くの方から「良かったよ」「楽し
かったよ」と、お声掛けを頂きました。
　最後に富くじで提供頂いた皆様、本当に
ありがとうございました。

■出席・例会委員会	 委員長　坂根　　毅
　皆様の名札の裏側にQR
コードを貼付しております。
　従来、例会の受付ではたく
さんの委員が並んで対応をし
ておりました。コロナ対策の
目的で、また出席簿やニコニコ受付のミス
を減らす目的で、名札をスマホでスキャン
する方式を1月以降導入したいと思います。
　ご不便を感じられる場合もあるかもしれ
ません。受付に名札をつけずにいらっしゃっ
た場合でもニコニコの受付はできますので、
よろしくお願いします。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　坂元　　崇
　12月11日㈯　14時〜15時30
分まで十八親和銀行前アーケ
ードにて西海学園インターア
クトクラブによる「佐世保市
交通遺児支援募金活動」を行
いました。
　アクトメンバー17名と林田顧問、福田金吾�
委員長と私の20名という大所帯で行いまし
た。
　多くの通行人の方々より￥80,442-という
多くの募金を頂きました。頂いた募金は、
佐世保市のこども未来政策課へ納めさせて
いただきましたことをご報告します。
　この日は、黒木さんが来ていただきまし
た。感謝いたします。
　次回は、来年1月中旬以降を予定していま
す。決まり次第皆様へご連絡いたしますの
で、お時間のあられるロータリアンの皆様

は、ご参加お待ちしています。

慶 　 　 祝
	 出席・例会委員会　委員長　坂根　　毅
○出席100％表彰
　増本　一也�さん（28回）
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ニコニコボックス
親睦活動委員会　大塚　隆夫

増本　一也 さん
　出席100％表彰、ありがとうございました。

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
谷川　辰巳 副幹事、草津　栄良 さん
長野　哲也 さん、坂本　　敏 さん
中島　　顕 さん、福田　金吾 さん
岩崎　正俊 さん、大塚　隆夫 さん
庭木　香充 さん、鈴木　清輝 さん
米倉洋一郎 さん、松本　祐明 さん
大神　吉史 さん、福田　金治 さん
筒井　和彦 さん、橘髙　克和 さん
坂根　　毅 さん、大久保利博 さん
玉野　哲雄 さん、松尾　文隆 さん
長島　　正 さん、西田　勝彦 さん
円田　浩司 さん、安福　竜介 さん
増本　一也 さん、船越　　温 さん
岡　　英樹 さん、内海　暢邦 さん
吉田　英樹 さん、陣内　純英 さん
中村　徳裕 さん、安部　雅隆 さん
古賀　　巖 さん、坂元　　崇 さん
大神　邦明 さん、中川　知之 さん
加納洋二郎 さん、田中丸善保 さん
髙田　俊夫 さん、松尾　慶一 さん
黒木　政純 さん
　会員、井上斉爾さんの卓話に期待して、
ニコニコいたします。

井上　斉爾 さん
　家内と二人忘年家族会、お世話になりま
した。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 46,000円
� 累　　計� 360,500円

卓　　　話
「私の生い立ち」

会員　井上　斉爾
　私は、1936年11月3日生ま
れの85歳です。
　第一回目の卓話は、自分の
職業の話。何しろ、佐世保で
一番古いクラブでしたので、
知名氏が多く、仕事をもらっていた方々が
多くて、直立不動で話をした気がします。
　第二回目の卓話は、自分の趣味の話をし
ました。特に鮎釣りの話でしたので、気楽
に話せたことだったと思います。
　今度は三回目なので、自分の生まれた頃
の話でも、許してもらえることだろうと、
貴重な時間を貰って、私事の話をしてみま
す。
　生まれは満州の齋齋哈爾（チチハル）で
した。その上の字と、下の字をとって齋爾（せ
いじ）と名付けられました。ジャーナリス
トの徳富蘇峰さんに、父が頼んでつけても
らったそうです。父とはどんな知り合いか
は知りませんが、一橋大学卒業でしたので、
私と違って頭は良かったのだと思います。
　私が物心ついたのは、奉天に住所が変わ
って小学校の一年生の頃からの事です。釣
りも、父から習いました。休日の前には、
釣り用のミミズ掘りをしていました。冬に
なると奉天でもマイナス20度くらいにはな
りますので、夜に裏庭に水まきしておくと、
翌朝には氷が張っていてスケートの練習を
していました。夜は、父母共に酒が駄目で
したので、5歳年上の姉と四人で麻雀ばかり
していました。この他、父からは習字とバ
イオリンを時々習いました。
　この父にも45歳という年になっているの
に、召集令状が来て、満州から直接ソビエ
ト方面に行く兵隊として、訓練もしていな
いのに、三日後に出兵。それ以後、未帰還
者となってしまいました。
　あの美しい満州。西に沈む大きな太陽、
広い畑。野菜類も大きく育ち、トマトの美
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＊今後の例会予定＊�
12月22日� 卓話　（一社）佐世保青年会議所
� 理事長　山縣　昌彦�様
　　29日� 指定休会
 1月 5日� 指定休会

＊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

＊�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。

味しさも思い出します。なぜ、この満州か
ら引き揚げなければいけないのかと思った
のを覚えています。満州には色々な国の人
が居ましたが、戦いごとは麻雀、将棋、囲
碁位にして、仲良く生活していけないもの
かと思います。

　今でも、世界には戦いが続いている国が
あるけど、仲良くしていけないのだろうか。
現在の戦争は人類を滅ぼす戦いになってし
まいます。仲良くしていきましょう。
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と　き／12月11日㈯　ところ／ホテルオークラJRハウステンボス

富くじ会長賞
庭木香充	さん

富くじ進行
大委員長　坂本　敏	さん
会長ノミニー　円田浩司	さん

開会挨拶
会長　菅沼宏比古	さん

万歳三唱
会長エレクト　中村徳裕	さん

乾　杯
パスト会長　加納洋二郎	さん

総合司会
内海暢邦	さん

親睦活動委員会と新会員によるテーブルマジック

サンタからのプレゼントを
もらう子どもたち

手に手つないで
ソングリーダー　黒木政純	さん
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クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：鈴木　清輝）


