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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日は、コロナ感染が拡大
する中、多数ご出席いただき
ありがとうございます。
　今年度、執行部としては、
感染防止対策を徹底しつつ、
ロータリーの大切な機会である例会を、出
来るだけ開催していきたいという思いで臨
んできました。しかしながら、今週に入っ
て感染が急拡大する事態となり、あらため
て例会の開催について、本日の理事会で協
議をいたしました。
　そこで、今回の会長挨拶は、理事会報告
を兼ねたものになります。本理事会におい
て、例会の開催基準についてあらためて協
議を行い、長崎県佐世保市が「感染レベル
２-Ⅱ」の状況の時には「例会を中止する」
ことと決定いたしました。従いまして、大
変残念ですが、8月3日の安部重幸ガバナー
補佐訪問例会、8月17日の上村春甫ガバナー
公式訪問例会については中止とさせていた
だきます。
　その後については、「感染レベル２-Ⅰ」
に下がったことが確認でき次第、「例会を再
開」したいと考えております。
　また、9月7日に計画しております観月例
会についても、「感染レベル２-Ⅰ」に下が
ることを期待して、それを前提に準備を進
めて参ります。会場のホテルフラッグス
九十九島様のご配慮により、8月31日までに

実施可否を決定することになっております。
ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　皆様には、日常生活の中でも感染防止対
策に留意され、健康第一にお過ごしくださ
いますようお願いいたします。

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　福田　金吾

1.ポリオプラス担当部ディレクター
	 キャロル	A.	パンダック	さん
	 （Carol	A.	Pandak）
　ポリオプラスの表彰に優れたロータリア
ンを推薦してください！

2.ロータリー文庫運営委員会
	 委員長　菅原　光志	さん
　2022-23年度「クラブ現況と活動計画書・
前年度活動報告書」

3.国際ロータリークラブ・地区支援担当部
　ローターアクトクラブをスポンサーする
クラブのための重要な最新情報

4.第2740地区ガバナー	 上村　春甫	さん
　地区公共イメージ委員会
	 委員長　原田　　徹	さん

《本　　日》会員数 75名（出席規定免除 25名）・出席 41名・欠席 34名・（免除者欠席 18名）・ビジター 0 名・出席率 54.66 ％

《 7月13日》会員数 75名（出席規定免除 25名）・出席 47名・欠席 28名・（免除者欠席 15名）・メークアップ 1 名・修正出席率 85.71 ％



（2）

　公共イメージ委員長セミナー開催のご案内
　日時／8月20日㈯　受付 13：30
　　　　セミナー14：00開会 16：30閉会予定
　会場／大村市　中地区公民館

5.長崎中央RC	 会長　岡村　展成	さん
	 IA年次大会実行委員長　今西　建夫	さん
　IA年次大会の開催について
　1.  長崎県の感染段階レベル「2-Ⅱ」は開

催
　2.  長崎県の感染段階が「レベル3」は中止

する

6.佐世保西RC
　2022-23年度「クラブ現況と活動計画書・
前年度活動報告書」

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　委員長　安福　竜介

⃝結婚記念月のお祝い
　船越　　温・由美子 さん ご夫妻（ 7日）
　田村　和大・友美　 さん ご夫妻（15日）
　溝口　尚則・圭子　 さん ご夫妻（29日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　鈴木　清輝

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、廣瀬　章博 さん
米倉洋一郎 さん、鈴木　清輝 さん
船場　昭裕 さん、永瀬　徳豊 さん

中島　　顕 さん、出端　隆治 さん
山口　幸生 さん、橘髙　克和 さん
草津　栄良 さん、福田　金治 さん
西田　勝彦 さん、吉田　英樹 さん
松本　祐明 さん、大神　邦明 さん
増本　一也 さん、坂元　　崇 さん
芹野　隆英 さん、納所　佳民 さん
筒井　和彦 さん、坂本　　敏 さん
大久保利博 さん、安福　竜介 さん
池田　真秀 さん、内海　暢邦 さん
髙田　俊夫 さん、山口　健二 さん
船越　　温 さん、大塚　隆夫 さん
松尾　慶一 さん、円田　浩司 さん
　庭木香充さんの卓話に期待してニコニコ
します。

木村　公康 さん
　7月、誕生月のお祝いをいただき、ありが
とうございます。

船越　　温 さん、田村　和大 さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありが
とうございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 37,000円
 累　　計 149,000円

卓　　　話
「私のデコボコ記者人生

～災害、事件取材から～」
新会員　庭木　香充

（西日本新聞社佐世保支局	支局長）
　私は1997年9月に西日本新
聞社に入社しました。福岡市
の本社社会部で半年間の見習
い期間を経て、福岡県の大牟
田支局を振り出しに平均して
約2年に1回のペースでいろんな部署を担当
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してきました。昨年8月から佐世保支局長を
拝命しております。本日は「私のデコボコ
記者人生～災害、事件取材から～」と題し、
取材現場で経験、体験した話をさせていた
だこうと思います。ほんの四半世紀の記者
人生ではございますが、さまざまな事象に
自分がどう対応していったのか。自省の気
持ちも込めて紹介させていただきます。

〈初めて担当した大きな事件〉
　大牟田支局時代の1999年、老夫婦2人が
殺害された事件です。忘れられない日です。
大牟田市の夏祭り「大蛇山」がフィナーレ
を迎えた夜、ある取材先から「おかしな事
案が起こっている」と連絡を受けました。
現場に向かうと、数メートル離れた間隔で
シートがかけられた「何か」がありました。
夫婦のご遺体でした。「本部1課が来ている
よ」。ある人が小さな声で耳打ち。この日警
察発表はなく、私は現場で取材した内容を
基に「老夫婦が変死、事件か」という内容
の記事を出しました。その後、社会部警察
担当となり、1課事件、2課（汚職）事件、
暴力団事件と経験し、鍛えられました。

〈福岡沖地震〉
　2005年3月20日に福岡県西方沖の玄界灘で
マグニチュード7.0、最大震度6弱の大きな地
震が発生しました。私は社会部の警察担当記
者。全社態勢で取材に臨む中、博多港から磯
釣りの渡船をチャーターして最も被害が大き
かった玄界島にむかいました。島民は全員が
避難のため島を離れる「全島避難」を強いら
れました。その中で家屋に閉じ込められた島
民の方の救出劇に立ち会うなど取材を重ねま
した。紙面では「島が壊れた」と当時の様子
を伝えています。地震などの取材姿勢や方法
は、2011年の東日本大震災を契機に大きく変
わったと思います。

〈熊本地震〉
　熊本総局のデスク時代の2016年4月に経験
しました。前震発生時、私も益城町に向かい
取材しました。間断なく起きる余震は車中に
いても揺れを感じることができ、舗装されて
いる道路が目の前で波打つ様子に恐怖を覚え
ました。
　記者人生で最も力となったのは、いかなる
取材においても、取材先の関係者の皆さんの
協力や叱咤激励でした。佐世保支局に着任し
て8月で丸1年となります。記者と一緒に可能
な限り佐世保地域のためになる、または佐世
保地域の魅力や元気を九州に発信していける
ような記事をお届けできるよう、精進を重ね
て参りたいと思っております。

＊今後の例会予定＊ 
 8月 3日  安部重幸第5グループガバナー補佐

訪問（中止）
　　10日 ～指定休会～
　　17日 上村春甫ガバナー公式訪問（中止）
　　24日 佐世保工業高等専門学校
 准教授　入江　英也 様
　　31日 新会員卓話　岩崎　正俊 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

＊ 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。

（今週の担当：大塚　隆夫）
（カメラ担当：庭木　香充）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充


