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本日の出席率７３.１７％：会員数４１名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２７名・メークアップ１２名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんばんは。 一雨ごとに

暖かくなりいよいよ春になると思い

きや、 今日は寒くなりました。 花粉

情報、 桜開花の時期もニュースに

なるようになりました。 桜 （ソメイヨ

シノ） の開花にも決まりがあるよう

ですが、 標本木での花が何輪咲

いたら開花したと発表できるので

しょうか。 ５～６輪咲いた状態が開花、 ８割以上が満開。 長崎県

では、 長崎海洋気象台構内 （南山手） になっているようです。

今年は３月１９日が開花、 満開が３月２８日と予報されています。

例年より早いのではないかと思われます。

　釜山の桜も早くなっています。 ４月３日が満開となっており、 ４

月９日からの釜山蓮山ロータリークラブ公式訪問の時は、 残念な

がら二度の桜を楽しむことはできないかと思われます。

　特別会員増強委員会の努力の成果があがり、 四人目の新しい

会員が入会の予定になりました。 楽しめる佐世保中央ロータリー

クラブを会員皆さんで創り上げ、 今後も新入会員を増やしていく

ように皆様の協力をよろしくお願いします。

　今日の卓話をお願いしている佐世保商工会議所青年部の迎 

光男会長です。 この楽しさを青年部に広めていただき、 卒業し

たらロータリークラブは佐世保中央ロータリークラブにと言われる

ロータリークラブを創りたいと思っていますので、 宜しくお願いし

ます。

　私の実践している健康法について今までも話させていただい

ております。 揺らすことで、健康になれることです。 合気道では、

両手を上げブルブル揺らしていく体操をします。 西式健康法で

は、 寝て、 両手両足を上げブルブル揺らすこと。 健康器具の

一つですが、 ユラユラ揺れる上にただ立っているだけで全身運

動ができるものがあり、 私もその器具に５分間立っています。

皆様も健康には気を付けて下さい。

ありがとうございました。

 １．例会変更
　　ありません。

２．来　　信   

    ・国際ロータリー
　　  ザ ・ ロータリアン　３月号

     ・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　　  第６回米山功労クラブ感謝状

　  ・ロータリー情報研究会
　　　ロータリー情報冊子のご案内

　  ・朝長則男佐世保市長
　　　市制施行記念行事及び市政功労者表彰式のご案内

　　　４月１日 （火） １０：３０～　アルカス SASEBO 中ホール

　  ・ガバナー事務所
　　　① 佐賀ＲＣ・ 佐賀西ＲＣ・ 佐賀北ＲＣ・ 佐賀南ＲＣ・ 佐賀空

　　　　　港ＲＣの事務所移転のお知らせ （４／１～）

　　　　　新住所　佐賀市白山２丁目１－１２　佐賀商工ビル４階

　　　②青少年交換学生オリエンテーションのご案内

　　　　３月２３日 （日） １１：００～　本経寺

　　　③２０１４－１５年度グローバル補助金学生募集要項及び地

　　　　 区補助金奨学生募集要項

       ④ロータリークラブセントラル賞の手続きについてのお願い

　　 ・ガバナーエレクト事務所
　　　 会長エレクト研修セミナー部会について

   　　　　 

３．伝達・依頼
　　 来週の例会は国際奉仕委員会担当のクラブフォーラム、 再

　　 来週の例会は次年度会長 ・ 幹事担当のクラブ協議会です。

committee

八恵野一洋 国際交流委員会委員
　来月４月９日 （水） ・ １０日 （木） ・ １１日 （金） のスケジュー

ルで釜山蓮山ロータリークラブ創立記念式典へ出席して参りま

す。 今年は１２日 （土） が２７４０地区の地区大会となっている

関係上、 前日水曜日の出発となっております。 皆様のご参加

よろしくお願い致します。 　



ＳＡＡ：馬場貴博君

次回例会／３月２０日１２：３０～

次回献立／ハンバーグ温野菜添え、ポタージュスープ

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お忙しい中、 淡々と例会にご出席頂きありがとうございます。

本日は佐世保商工会議所青年部 会長迎光男様の卓話で

す。 会長様は、 近い将来、 佐世保中央ロータリークラブに

入会される方です。 どうか皆様、 温かく見守って頂きますよう

宜しくお願い致します。 迎会長様、 入会申込書は、 入り口

にございます、 お帰りの際はご署名を忘れずにお願い致しま

す、 本日の卓話どうぞ宜しくお願い致します。

佐世保商工会議所青年部OB一同（平岩義明君、馬場貴博君、
川島千鶴君、岡光正君）

本日の卓話者は佐世保商工会議所生年部会長　迎光男君

です。 ご来訪心より歓迎致します。

橋口佳周君
誕生日祝いを頂きました。 ありがとうございます。 ３月７日で６４才

になりました。 同級生の岡田君、 指山君、 竹本君、 やっと

追いつきました。

溝上純一郎君
結婚記念日のバラの花ありがとうございました。 おかげ様で

女房と二人でバラの花をおふろに浮かべて入りました。

浅野訓一君
１月の誕生日祝いと２月の結婚記念日の花をありがとうござい

ました。 少々ニコニコが遅れましたので、 金利をつけてニコ

ニコします。

岡田文俊君
３月９日、 １００年の森佐世保の植樹祭が無事終了しました。

１０００坪に３０００本１１種類の木を植えました。 皆様のご支援

に感謝します。
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本日の合計　　　　    13,000 円

本年度の累計　　　 684,000 円

＊　ゲスト卓話　＊

佐世保商工会議所 青年部　
会長　迎 光男様
〈 自己紹介 〉
  皆さん今晩は！今年度佐世保商工会

議所青年部会長を務めています迎光男

です。 本日は佐世保中央ロータリークラ

ブの卓話にお呼び頂きまして誠にありがとうございます。 話し下

手でお聴き苦しい点があるかと思いますが、 どうぞよろしくお願

いします。 家業は福石町にて内装仕上げ工事業、 簡単に言う

と襖屋を営んでおります。 迎蘭芳堂表具店と言いまして、 蘭芳

堂とは祖父が京都でもらってきた屋号です。 ですから、 私で家

業は三代目となります。 福石町に来たのはもう少し古く私で五

代目となります。 その当時には、 民家が少ししかなく、 ウチの

裏には川が流れてたそうです。 今は大分離れた所で暗渠に

なっております。

 

〈 青年部事業 〉
  　今年度の事業を紹介させて頂きたいと思います。 まず第一

に、 ご存じかどうかはわかりませんが、 八月の第一土日に一般

社団法人佐世保青年会議所のメンバーと共に開催しているさ

せぼシーサイドフェスティバルです。 私が会長であると不思議

と雨続きで多分にもれず、 シーサイドフェスティバルでも２日間

とも雨でした。 しかしながら、 花火は無事に上げることが出来

て本当に良かったと思っています。 第二には、 産業展です。

今年は 11 月 2、 3 日に開催しました。 島瀬公園から始まり、

アルカス佐世保、 体育文化館、 そして昨年度玉屋で開催して、

第九回となる今年度は佐世保競輪場で開催しました。 ギャンブ

ル場でお客さんが来るのか心配でしたが、 またしても雨が降っ

たにもかかわらず、 沢山のお客さんにお越しいただきました。

〈 よさこい 〉
　本日はお休みのようですが、 竹本慶三さんと一緒に１８年前

札幌に YOSAKOI ソーラン祭りを視察に行きました。 当時青年

部には、 佐世保の祭りを考える委員会というものがありまして、

そこに所属していたわけです。 そこで見たビデオに感化され、

視察に行くと聴かされた時は二つ返事で行くと答えていました。

祭りを視察して、 こんな祭りを佐世保に持って来たいと思って、

その年のおくんちの踊り町だった上京町に、 全く関係ないのに

参加させていただきました。 次の年、 青年部でもよさこいチー

ムを作ろうということになり、 有志２０人と一緒にあっぱれ青組を

立ち上げました。 それから１７年になります。
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