
第２７４０地区地区幹事　　　　　　　　　 　 　竹田　健介様

第２７４０地区ロータリーの友地区代表委員　 中野　　 浩様

佐世保南ロータリークラブ　 　　　　　　　　　太田　博道様
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本日の出席率７０.７３％：会員数４１名・出席２７名・欠席１２名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１１名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 寒い毎日が

続いていますが、 昨日は２４節気

の 「雨水」 です。 長い冬のトンネ

ルを抜けて、 これから次第に明る

い春に変わるかと思われます。

　春を告げるもう一つの行事が、 ４００

年を超す相浦愛宕祭りです。 明日

から開催されます。 いよいよ暖かくなるようです。 先週の延寿会

に多くのご参加ありがとうございました。 親睦活動委員会の皆様

にはお世話いただき、 本当にお疲れ様でした。

　ロシアで行われているソチ冬季オリンピックでのスノーボードパ

ラレル大回転が昨日行われていました。 竹内智香選手の 「やる

べきことは全てやってきた」 ４度目の五輪に臨む３０歳のベテラン

は、 予選から準決勝までトップを走り、 最後の最後決勝で、 惜

しくも転倒しましたが、 女子アルペン初の銀メダルとなりました。

十分に楽しむことができ、 本当によくやったと思います。

　又、 朝早く女子フィギュアＳＰがあり、 多分皆様は寝不足にな

られていると思いますので、 今日の例会は昼寝の時間にしてい

ただきたいと思います。 食後の午睡は健康の為に必要ではない

かと思われます。 私もよく昼寝をしています。 私の話はこの位に

しておきたいと思います。 ゆっくりお休みくださいと言いたいので

すが、 竹田健介地区幹事の地区大会のご案内があります。

　又、 本日の卓話者は、 山下忠則 一般社団法人佐世保青年

会議所第６１代理事長です。 その時は目を覚まして話を聞いて

ください。 よろしくお願いします。 ありがとうございました。

 １．例会変更
　　伊万里西ロータリークラブ
　　　　 ３月１３日( 木） １２：３０→３月９日 （日） １４：００～

　　　　 伊万里迎賓館　　創立４０周年記念式典のため　　　　 

 ２．来　　信   

    ・宮原明夫 次年度第６Ｇガバナー補佐
　　  ガバナー公式訪問日程とガバナー補佐訪問日程について

     ・佐世保北ＲＣ　北斗会
　　  佐世保北ＲＣ「北斗会」 との対抗戦のご案内

　　　　 日時　３月２１日 （金 ・ 祝） スタート　９時２７分

　　　　 場所　佐世保カントリー倶楽部

committee

南部建 クラブ管理委員
「世界理解月間並び RI 創立記念日について」
　本日のロータリー情報は、 皆様のお持ちの会員名簿の中の

プログラムのページの２月度の行事欄に 「世界理解月間」 と

その下に 「ＲＩ創立記念日」 と書かれているかと思いますが、

その事についてお話ししたいと思います。

　RI 創立記念日の２月２３日というのは、 １９０５年２月２３日に

ポール・ハリス、 ガスターバス・ローア、 シルベスター・シール、

ハイラム ・ ショーレーの４人がシカゴで初めて会合を開いた日

で、 この日をロータリーの創立記念日と定めました。 それに

伴い、 初めて会合を行った２月を 「世界理解月間」 と指定し

たのです。 この月間中、 ロータリークラブは世界平和に不可

欠なものとして、 理解と善意を強調するクラブ ・ プログラムを

行うよう要請されています。 また、 ２月２３日の RI 創立記念日

を世界理解と平和の日とし、 １９９２年規定審議会にて、 ２月２

３日に始まる１週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリー

の奉仕活動を強調することが決議されました。

　友愛の心で結ばれた４人の会合から始まったロータリーです

が、 １９２１年、 スコットランドのエヂンバラ国際大会において、
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本日の合計　　　　   67,000 円

本年度の累計　　　 651,000 円

「ロータリーの綱領」 の中に 「奉仕の理想で結ばれた事業と

専門職に携わる人の世界的親交によって、 国際間の理解と親

善と平和を推進すること」 という第 4 項が組み入れられ、 その

後世界中のロータリアンは色々なプログラムで世界平和につい

て視野を広め、 平和の情熱を声高く表明してきました。 しか

しながら、 １９４５年以来、 １２０を超える深刻な武力紛争が世

界各地の国を荒廃させ、 ２５００万人以上の人々が犠牲になっ

ています。 そして、 今日に至るまで、 中東を中心に民族や

宗教上の対立、 貧困や差別、 抑圧への反抗などによる紛争

や、 テロの種は尽きません。

　ＲＩでは、 国際的な政治問題に対する団体声明を出すことは

禁じられていますが、 平和と正義の原則に基づき国際的難問

を平和交渉によって解決するために、 自己の影響力を行使す

ることはすすめられています。

　ポール ・ ハリスは 「ロータリーは平和な世界のミニチュアであ

る」 と言っていますが、 ロータリアンは無論のこと、 ロータリア

ン以外の人々もロータリーについてよく知っていただくことが世

界の平和につながり、 平和のメーカーに成り得るのではない

かと思います。

竹田健介地区幹事
本日は地区大会ご登録のお願いに参りました。 皆様のご協

力をよろしくお願い申し上げます。 平戸クラブあげて歓待さ

せていただきます。

佐世保南ロータリークラブ　太田博道様
いつもお世話になっております。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
寒かったり、 暖かかったり体調の難しい中、 淡々と例会にご

出席いただきありがとうございます。 また、 本日は地区幹事 

竹田健介君、 ロータリーの友地区代表委員 中野浩君、 佐

世保南ロータリークラブ 太田博通君のご来訪を心より歓迎致

します。 本日は一般社団法人佐世保青年会議所第６１代理

事長 山下忠則様の卓話になっております。 理事長、 山下

様が考えらえた今年の青年会議所のスローガンを紹介した

かったのですが、 難しい漢字の４文字熟語で読めませんでし

た。 ちなみに佐世保中央ロータリークラブのスローガンは

『淡々とロータリーを楽しもう』 です。 ロータリーってこんな所

ですので、 難しい話は勘弁してください。 卓話宜しくお願い

致します。

野村和義幹事
３週間の長期休暇を頂きありがとうございました。 後遺症も無

く、 無事、 岩政さんと入れ替わりで、 退院致しました。 皆様

方には大変ご迷惑をおかけし、 申し訳なく思っております。

特に馬場副幹事、 留守を守って頂き本当にありがとうござい

ました。 今回はこのように戻ってこられたのも福田先生のおか

げです。 皆様、 ちょっとした体の異変に気づいたら、 福田先

生を訪ねましょう。 早期発見が一番みたいです。 本日は３週

間分ニコニコをさせて頂きます。

牟田憲市君・田代博之君・四元清安君
延寿会では大変お世話になりました。

指山康二君・井上亮君・前田眞澄君・岡光正君・宮崎正典君・
南部建君・田雑豪裕君・浅野訓一君・八重野一洋君・池永
隆司君・山口裕之君・本田実君・大久保厚司君

本日は佐世保青年会議所第６１代理事長 山下忠則様のご

来訪を佐世保青年会議所のＯＢより、 歓迎致します。 卓話

を楽しみに致しております。 又、 野村幹事の３週間ぶりの復

帰をお祝い致します。

馬場貴博君
本日の卓話者、 一般社団法人佐世保青年会議所第６１代理

事長 山下忠則様のご来訪、心より歓迎致します。今年のシー

サイドフェスタも楽しみにしています。

親睦活動委員会（本田実君・井上亮君・崎山信幸君・香月章
彦君・嘉村大輔君・山口裕之君）

延寿会を無事終了することが出来ました。 祝い者も満足して

頂いたと思います。 会員皆様のご協力を感謝致します。

＊　ゲスト卓話　＊

一般社団法人佐世保青年会議所　
第６１代理事長　山下忠則様
　皆様、 こんにちは。 私は、 一般社

団法人佐世保青年会議所第６１代理

事長を務めさせて頂いております、 山

下忠則と申します。 本年１月１日より理

事長職に就いております。

　私は昭和５３年生まれの３６歳でございます。 青年会議所

は２０歳より４０歳までの青年経済人で構成されている団体

です。 本年、 そして４０歳までしっかり青年会議所活動を

頑張っていきたいと思っております。

この佐世保中央ロータリークラブにおきましては、ＪＣの諸先

輩が多数在籍されております。 これまで長きに渡り諸先輩

方が築いてこられたおかげで私たちが現在活動を出来てお

ります。 この諸先輩方が築いてこられた歴史と伝統に改め

て感謝を申し上げます。

　まず、 私のご紹介をさせて頂きます。 現在、 株式会社　

堀内組という総合建築業の役員をしております。 また、 グ

ループ企業として農業生産法人としてブルーベリー生産、



ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／２月２７日１２：３０～

次回献立／天麩羅そば、おにぎり、小鉢
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また近年、 福祉の方も別法人として起業させて頂いており

ます。 弊社は、 本年６５期目を迎えており、 土木・舗装・

建築で県北地区を中心に事業展開しております。 最近、

建設業界は景気が良いというイメージがあるみたいですが

決してそうではございません。 景気が良いのは、東北地方、

東京ぐらいではないでしょうか。 そうしてこの業界確かに仕

事はまわっておりますが、 人材不足 ( 技能者不足 ) の慢性

化やコストの高騰という部分でまだまだこの業界にもアゲン

ストの風が吹いております。

　そして青年会議所活動におきましては、 昨年は創立６０周

年という節目の年を迎え無事に終えることが出来ました。 多

くの諸先輩方や関係諸団体の皆様から過分なるご協力を頂

きましたことに改めて感謝申し上げます。 ６１年目となります

本年は 「敢為邁往」〜覇気あるＪＡＹＣＥＥの新たなる挑戦〜

というスローガンのもとまずは人材育成に力を注いで参りま

す。 明るい豊かな社会をするために人間力を高め、 人を

惹きつける魅力を養い、 しっかりと地域に対して実践できる

リーダーへの成長を目指して参ります。 また会員拡大にも

注力しており、 ３０名必達を掲げまして拡大委員会と会員皆

で日々取り組んでおります。 当会議所はピーク時で２００名

の在籍を有しましたが、 今年は９４名でのスタートとなってお

ります。 我々の活動は決して人数と比例するものではありま

せんが、 多くの方と出会い多くの事を学ぶことで自分自身

の成長へと繋げ、 ひいては地域や企業の利益に繋げたい

と願っております。 切磋琢磨して成長した会員を地域に一

人でも多く排出する事も、 青年会議所の目的であると私は

実感しております。 このような場をお借りして大変恐縮に存

じますが、 佐世保中央ロータリークラブの先輩方の御子息

や知人の方のご紹介を頂ければ幸いに存じます。

　また、日本の安全保障は日米同盟に大きく依存しており、

国際社会の現状に見合っていない体制や我々を含め安全

保障に対して国民の意識の低さにも危機感を抱きます。 自

分達が日々安全な状態で経済活動などが送れていることを

当たり前のことと思わず、 その背景に多大な努力がなされ

ていることを思わなければなりません。 今こそ、 国民一人

ひとりが安全保障を他人事として捉えるのではなく自分のこ

ととして考える意識を持つべきだと考えます。

　最後になりますが、 本日は佐世保中央ロータリークラブ例

会の貴重な時間にこのような機会を与えて頂き、 誠に有難

う御座いました。 そして、 これからも当青年会議所に対して

諸先輩の皆様方より、 ご指導ご鞭撻を頂ければ幸いです。

本日は誠に有難う御座いました。
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