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本日の出席率７３.１７％：会員数４４名・出席２７名・欠席１１名・出席規定免除会員（６）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２３名・メークアップ１５名・出席規定免除会員５名

　皆さんこんにちは。 長崎県もよう

やく桜の開花宣言がされました。

これから春本番を迎えます。 先日

１９日 （土） は佐世保北ロータリー

クラブ 「北斗会」 とのゴルフ対抗

戦が佐世保カントリー倶楽部で当

クラブ 「中央会」 のメンバー１４名

の参加、 佐世保北ロータリークラ

ブ 「北斗会」 のメンバー１１名の皆さんで行われました。 結果は

後程、 発表されると思いますが参加された皆さんお疲れでした。

私は１０時過ぎには就寝したのですが、 翌２０日 （日） は朝８時

頃まで寝ていました。

　さて、 ３月も終わりになりますとプロ野球やゴルフの話題が多く

なり、 ウインタースポーツのスキーやスケートの話題は少なります

が、 「ロータリーの友」 ２月号にスキージャンプ界のレジェンドと

称される葛西紀明さんの記事が載ってます。 １９９２年アルベー

ルビル五輪に１９歳で初出場して以来、 リレハンメル、 長野、 ソ

ルトレークシティー、 トリノ、 バンクーバー、 ソチと史上最多、 計

７回の冬季五輪に出場。 ２０１４年ソチ五輪で個人ラージヒル銀、

団体銅の二つのメダル獲得。 ワールドカップ最年長優勝、 冬

季五輪七大会連続最多出場、 冬季五輪スキージャンプ最年長

メダリストの三つがギネス記録。 「レジェンド （生ける伝説）」 と呼

ばれてます。 その記事で 「負けがないと勝ちたいと思わない」

と仰ってます。 ワールドカップで４７０戦以上戦って１７勝し、 ほ

ぼ負け。 「この負けがなければ勝ちたいという意欲、 頑張る意欲

につながらないと思う。」 と書いてあります。 勤めている会社も変

わり、 フィンランドのコーチを招き、 日本のスタイルをやめてフィ

ンランドのスタイルをアドバイスしてもらいメダルを三つ取ることが

できることになります。 見方をかえると物事が変わる。 ということ

で今回の佐世保北ロータリークラブとの対抗戦は、４月１７日 （日）

開催される 「佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会」 に

生きると思います。

１．例会変更
　　 松浦ロータリークラブ
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嘉村 大輔君 退会のご挨拶
　４月１日付で長崎へ転勤になりました。

心残りではありますが、 ３月をもって退会

させていただきます。 私もサラリーマンで

すので、 置かれた場所で花を咲かせる

のが命題だと思っております。 私の後任

の営業所長を頃合いを見て佐世保中央ロータリークラブに入会

させていただこうと考えております。 その際はよろしくお願い申

し上げます。 長崎でも頑張って参ります。 皆様もお元気で。

大変お世話になりました。

４月　８日（金）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所：桜梅閣　　＊観桜会の為　

４月２２日（金）１２：３０～
　　　　場所：松浦市消防署　＊職場訪問の為

　　　　４月２９日（金）休会　定款第６条第１節により

 　佐世保ロータリークラブ
　　  ３月３０日（水）休会　定款第６条第１節 （c） により

４月　６日（水）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所：ホテルオークラＪＲハウステンボス　＊観桜例会の為

 　佐世保南ロータリークラブ
４月１５日（金）１２：３０→１８：００～

　　　　場所：レオプラザホテル　　＊観桜例会の為

　 佐世保西ロータリークラブ
４月　５日（火）１２：３０→１９：００～

　　　　場所：山暖簾　　＊観桜例会の為

４月２６日（火）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所：セントラルホテル佐世保　　＊夜の例会の為

２．来　　信
・国際ロータリー
　ザ・ロータリアン　２０１６年４月号の送付

・（公財）ロータリー米山記念奨学会
　米山奨学生の世話依頼について

・ガバナー事務所
　国際ロータリー日本語フェイスブック開設のご案内

・釜山蓮山ロータリークラブ
　創立２５周年記念例会の案内　　期日　４月１４日 （木）

    ・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会送金のお願い
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ＳＡＡ：川島千鶴君

次回例会／４月７日１２：３０～

次回献立 /ハンバーグ、スープ、サラダ

本日の合計　　　　    32,000 円

本年度の累計　　　  677,000 円

■ 会 員 卓 話 ■

崎山 信幸副会長　
　皆様、 あらためましてこんにちは。 副

会長の崎山です。 本日は急遽ピンチヒッ

ターということで、 卓話をすることになりま

した。 昨日、 明日何か喋って下さいと電

話を受けまして時間がありませんでしたの

で雑駁な話になるかと思いますが、 お付き合いよろしくお願い

致します。

　激動の佐世保市議会でございまして、 市民の皆様方に多大

なご迷惑をおかけした事件について話ができる範囲の中で、

皆様に説明を致します。

　事件の一報は、 ２月１７日 （水） 午後２時３０分過ぎに私の携

帯電話が鳴りＸ議員が逮捕されましたとのこと。 びっくりし、 関

係部署に確認をしながら、 午後６時に市役所議会会派室に警

察が書類等差し押さえに来るとのことで立会依頼があり市役所

に直行しました。 差し押さえの立会は生まれて初めての経験、

さすがに緊張しながらの立会でした。 午後６時、 ５名の警察関

係者が時間通りに入ってこられ、 まずは令状を差出し確認作

業。 すべての確認作業については写真を撮り記録に残す。 約

３時間弱で終了し、 差し押さえた物はパソコンをはじめ多数の

書類。 すべての差し押さえ物件の記録紙を渡され、 一つ一つ

確認をさせられる。 貴重な経験のなか、 無事終了する。

　本当に性格的には何の問題もなく純粋に地域のことを思い行

動をしていたＸ議員の突然の出来事。 知らない間に巻き込ま

れ考えがマヒしていったのかな～。 贈賄は事件性では軽いとの

こと、受け取る収賄側の方がはるかに罪が重いとのこと。 しかし、

ダメなことはダメ。 このような事件を目の当たりにして私自身も信

頼回復に努め、 皆様の負託に応えるべく更なる襟を正してしっ

かり職を全うしていかなければならないと自分自身に言いきかせ

たしだいです。 　

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様こんにちは。桜の開花宣言も発表され、いよいよ春爛漫、

良い季節になってきました。 しかいながら、 世界ではテロと

いう暗いニュースが絶えません。 今年のＧＷに海外に行かれ

る予定のある方は気を付けたほうが良いかもしれませんね。

さて、 本日は会員卓話です。 先週も触れられましたが揺れる

佐世保市政まさしく副会長 崎山信幸君の話です。 よろしくお

願い致します。

嘉村 大輔君
４月から長崎に転勤になりました。 ３月をもって退会になります。

皆様には大変お世話になりました。

岡田 文俊君
自衛隊にモニター制度があります。 今月、 海上自衛隊を卒業

し、 陸の防衛モニターを来月から務めることになりましたので報

告します。 先日、 研修会で学んだ事、 災害後のインフラ復旧は

電気、 水道、 ガスの順だそうです。 井上社長と仲良くしてない

と家族は守れないそうです。 よろしくお願いします。

本田 実君
春の音が聞こえてきましね。 外に出て運動をする季節です。

新車を購入してしまいました。 （八重ちゃんごめんなさい。）

でもウエストモーターでは取扱いしていない車です。

宮﨑 正典君
先日の中央会では悪天候の中、 皆様のスコアが良くなかっ

たので優勝してしまいました。 市内８ロータリークラブ親睦ゴ

ルフ大会では戦力になるように頑張ります。

四元 清安君
３月１９日中央会・北斗会合同ゴルフコンペにご参加の皆様、

お疲れ様でした。 今回も私の行いが悪く完敗致しました。

今回も無駄な出費をお掛けしました。 お詫び申し上げます。

前田 眞澄君
３月２２日私の娘が無事、 大学を卒業することができました。

一人娘だけに少し甘やかした感はあったのですが、 大きな

災いもなく４年間を過ごすことができました。

災いと言えば、 父親である私が北斗会との対抗戦で負けた

四元 清安中央会会長
　去る、 ３月１９日に開催されました第４回中央会並びに北斗会

との対抗戦の報告です。 中央会では、 優勝 宮﨑正典君、 準

優勝 田雑豪裕君でした。 北斗会との対抗戦は各クラブ上位７

名のネット合計でしたが、 ３． ５ポイントおよばず惜敗しました。

全て私の不徳の致すことです。 次回は頑張って下さい。

原因であると誹謗、中傷を受けていることです。 めげません。

岡 光正親睦活動委員長
長崎県警察本部から 「警備業についての中小企業取引改

善に関する」 ヒアリングを１時半から受けますので、 早退し

ます。 親睦活動委員会の皆様、後片付けをお願い致します。
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