
第1211回　平成28年6月2日号

本日の出席率７５.００％：会員数４３名・出席２６名・欠席１０名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.３７％：出席２４名・メークアップ１１名・出席規定免除会員２名

　皆さんこんにちは。 今日は６月２

日、 残すところ今年度も例会は今

日を含め５回となりました。 本当に

一年たつのは早いと思います。 残

り最後まで気を緩めず努めたいと

思います今日の例会は池永隆司、

崎山信幸両副会長の卓話です。

宜しくお願いします。

　今朝、 何気なく新聞を読んでいましたら岡田文俊青少年委員

長の記事が西日本新聞の２８面に写真付きで大きく掲載されてい

ます。 「心の逸品」 というテーマで掲載されています。 是非、 皆

さんお読みください。

　６月、 後一週間もすれば梅雨に入りますし、 台風シーズンにも

はいります。 熊本県の地震被災者の方々にとっても大変な季節

になるかと思います。 ７月の例会で台風について話ましたが、 例

年ですと台風は５月上旬に１号が発生します。 早い年では１月に

発生した年もあります。６月に発生したのは３２年前ということです。

発生が遅いからといって台風がその年度少ないとは限りません。

例年ですと３０個前後、 発生します。 １２月まで台風が発生したこ

ともあります。 気象庁も７月から９月にまとまって発生する可能性

があると予想しています。 今年、 ゲリラ豪雨と大きな被害をもたら

す台風が上陸しないように願うばかりです。

佐世保北ロータリークラブ　田実 貞昭様
メイクアップでお世話になります。 現会長、 新会長のもと、

貴クラブが益々発展することを祈念しています。

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

皆さん、 こんにちは。 まだ梅雨に入っておらず、 爽やかな風

が吹いております。さて、いよいよ締めくくりの6月となりました。

今日は一年間、 会長の側で支えて頂きた池永副会長と崎山

副会長の卓話です。 一年間を振り返り、 今後会長となりうる

立場にあるお二人のお話に耳を傾けてください。

松尾 英機君
結婚記念日のお祝いのお花、 ありがとうございました。 最近

は花だけが目立つ結婚記念日になりました。

岡田 文俊君
青少年奉仕委員会の打ち上げ会 （会長、 多額ありがとうござ

いました） と本日、 新聞に載ってお騒がせしましたので寸志

です。

１．例会変更
　　ありません。

　 
２．来　　信

・ガバナー事務所
 熊本地震義捐金のお礼
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牛島 義亮君
　今回、 熊本地震の影響で熊本の映画館はまだ復旧していな

くて休業状態です。 そこで今、 全国で熊本出身の俳優さんが

出演している映画を上映して、 チャリティー鑑賞会が行われて

います。 佐世保でもチャリティー鑑賞会を行う予定ですので、

その時はご協力をよろしくお願いします。

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　   太田　博道様

国際青少年交換学生　　　　　　フロッカロ ・ マリーンさん                              

佐世保北ロータリークラブ　　 　　　　　　  田実　貞昭様

  ガバナーノミニー ・ デグジネート宣言

　　所属クラブ　佐世保ロータリークラブ

　　氏　　名　　　福田　金治　君　

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　第 8 回市内ロータリークラブ会長幹事会議議事録

　市内 8 ロータリークラブ親睦ゴルフ大会決算書



第1211回　平成28年6月2日号　P2 .

岡 光正君
佐世保北ロータリークラブの田実九州電力所長のご来訪を心

より歓迎致します。 先日開催致しました佐世保島原Ｗウォー

クラリーに九州電力の田実所長をはじめ社員様に受付ボラン

ティアをして頂きました。 お礼を込めてニコニコします。

■ 副会長卓話 ■

本日の合計　　　　    13,000 円

本年度の累計　　　  770,000 円

今右衛門陳列場

　副会長卓話という事で時間を頂きました

が、 ロータリーとは何ぞやみたいなことは

知識もありませんし、 先日　次年度の地

区のロータリー財団・米山記念奨学セミ

ナーで、 改めて米山記念奨学事業の一

部を理解したくらいですから、 今日は私

より後に入会された会員の方が全体の６割いらっしゃるので、

佐世保中央ロータリークラブを通じての私の歩みを話したいと思

います。

　まず、 １９９８年８月、 私が４２歳の時南部君と一緒に入会させ

て頂きました。その年度は新入会員６人入会していますが、残っ

ているのは二人だけです。 時の会長が福田先生で幹事が牛島

さん、 副幹事が四元さんでした。 １９９８年～１９９９年にかけて

会員数も一番多い時でして、６３名いらしたので顔と名前が中々

一致せず苦労しました。

　入会して４年ほど経った時ぐらいから病気のことや仕事も第一

線で動いていたので、 段々と例会の出席が減りメイクアップが

多くなり、また同期入会のメンバーや後から入会された方も次々

辞められたので、 何か楽しくなく例会に出席するのも面倒に感

じていました。 この年度は２０００～２００１年度鶴田会長、 平瀬

幹事で、 創立１０周年を経験していますがあまり携わっていま

せん。

　転機といいますか、 ２００３～２００４年度会長が黒川さん、 幹

事が山本さんの時に副幹事をお願いされ、 もう一年くらいやっ

てみようと思いお引き受けしたのですが、 当時の副幹事は結構

忙しかったですし、 昼間だけでなく夜も週一のペースくらいで３

人で飲んでいました。 当時の黒川会長、 山本幹事の行きつけ

のスナックがヴィヴィットでしたが、 最後の方はマンネリ化して、

相手にもされなくなりトップレスバーにオヤジ三人で行ったよう

な。 この年度以来ホームクラブ出席も上がってきました。 ２００４

～２００５年度会長が竹本さん、 幹事が指山さんの時に初めてＳ

ＡＡをさせて頂き、 ２００５～２００６年度会長が橋口さん、 幹事

が田代さんの時は社会奉仕委員長をさせて頂きました。 この年

度は創立１５周年でしたが、やはりあまり活躍できませんでした。

　２００６～２００７年度会長が坂井さん、幹事が田雑さんの時は、

理事ではありませんが出席委員長をさせて頂きました。 ２００７

～２００８年度会長が牛島さん、 幹事が四元さんの時に青少年

委員長でした。 この年度は会員が４０名を切って厳しい運営で

したので、 牛島会長が予算面で事務局経費等を削減などの改

革をされたのを記憶しています。 ２００８～２００９年度会長が指

山さん、 幹事が岩政君、 ここで初めて幹事が年上でなくなって

きました。 この時はまたまたＳＡＡをさせて頂きました。

　そして、 ２００９～２０１０年度会長が井上さんの時に幹事をさ

せて頂きましたが、 お話を頂いた時に私の一言が井上さんの

逆鱗に触れ、それ以来皆様からは会長と幹事、仲が悪いんじゃ

ない？と言われるようになり、 本当に反省しています。 それと、

副幹事を前田君にお願いしたのですが、 もう時効だと思います

が当時前の奥さんとの間に少しヒビが入っていると聞いておりま

した。 それを悪化させるように会長、 幹事、 副幹事で井上会

長のおごりでよくノミニケーションをとっていました。 ただいつも

最後はまだ飲み足りなさそうな井上会長を置いて、 二人で帰っ

ていました。 申し訳ございません。 幹事を終えたら２～３年は

休めると聞いていましたので、 ２０１０～２０１１年度会長が田雑

さん、 幹事が南部君の時は何のお役目も回ってきませんでし

た。 その年度は創立２０周年でしたが、 燃え尽きていましたの

で、 何のお役にも立ちませんでした。

　そして、 このくらいの時期からそれまでは中央会は懇親会だ

け参加していたのですが、 井上さんの所のどてら市でクラブ一

式を買って、 一度だけ井上さんに日宇のプラザに練習に連れ

て行って頂きました。 それからハンディキャップのお陰で、 中

央会で１年に一度、 計３回も優勝させて頂きました。 今でも練

習は週に一度くらいはしているのですが、 ここ１年ちょっとさっ

ぱり上達しません。 昔、 噂で井上さんの所のクラブは魔法のク

ラブで、 １年経つとその魔法が消えてしまうと聞かされたような

気がするのですが…。 やっぱり道具のせいではなく実力ですよ

ね。 ２０１１～２０１２年度会長が田代さん、 幹事が八重野君の

時、 クラブ管理委員長をさせて頂きました。 ２０１２～２０１３年

度会長が四元さん、 幹事が前田君の時、 親睦活動委員長を

させて頂きましたが、 お二人には何時も仲良くさせて頂いてお

りますし、 前田君には僕が幹事の時にお世話になったので、

自分なりに少し頑張って委員会活動を行ったと思います。 ２０１３

～２０１４年度は会長が西村さん、 幹事が野村君の時、 会報・

出席委員長をさせて頂きました。 ２０１４～２０１５年度会長が大

久保さん、 幹事が本田君で青少年奉仕委員長をさせて頂きま

したが、 留学生も来ず、 あまりお役に立てなかったです。

　そして、 今年度２０１５～２０１６年会長が溝上さん、 幹事が少

し切れやすい馬場君、 創立２５周年ということもあってか、 副会

長が久しぶりに二人体制で、 私と崎山君です。 会長・副会長・

幹事交代式での副会長挨拶の時、 今年は創立２５周年でお役

に立ちたいとお話をしましたが、 世代交代で若いメンバーが委

員長で力を発揮され、 またまた何もできなく申し訳なく思ってい

ます。

　今年は６０歳、 還暦ということで延寿会では岡委員長をはじめ

委員会メンバーの方には色々とお世話になりました。 ただ、 私
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ＳＡＡ：岩政孝君

次回例会／６月９日１８：３０～

次回献立 /洋食プレート

今右衛門陳列場

はそれまでホームクラブ１００％を続けていたのですが、 延寿会

の時に同じ還暦の岩政君にインフルエンザＡ型をうつされてし

まい途絶えるかなと思っていたら、 翌週の例会が祝日休会で

助かり、 ３月には今度は家内からインフルエンザＢ型をうつされ

てしまい、 もう今度こそ途絶えると思ったら、 翌週の例会は会

場の都合で突然休会になり、今現在も続いております。 後４回、

会長、 幹事と共に頑張っていきたいと思います。 これまでの様

な事を溝上会長とお話する事があるのですが、 会長からは池

永君は何時も陽のあたる場所を歩いてると言われましたが、 そ

うでは無いと思います。 これは以前入っていた団体の先輩から

の受け継がれた事だと思いますが、 頼まれたら 「はい分かりま

した」 と答えるようにと教えられた結果だと思います。

　そして、 今思うのが断る勇気も必要ではないかと思うようにな

りました。 次年度２０１６～２０１７年度は会長が山瀧さん、 幹事

が岡君でいよいよ始まります。 私はロータリー財団・米山記念

奨学委員長と会員増強特別委員長の二つの委員長をさせて頂

きます。 ただこの二つの委員会、 皆様のご協力が必要ですの

で宜しくお願いします。 それと１４年間で１３年間何らかの役を

受けている私の話を聞かれた若い会員の方は、 今後のロータ

リー活動に少しでも参考にして頂ければと思います。

崎山 信幸副会長
　皆さん、 あらためましてこんにちは。 ザ

ブ副会長の崎山です。 本日は慣例の副

会長卓話ということで恐縮ですが、 最後

までお付き合いをよろしくお願い致します。

　先ほど、 筆頭副会長の池永副会長が

お話をされました、 我がロータリー人生を振り返った話で、 経

験をしてこられた話で素晴らしく説得力のあるお話でした。

　本年は、 溝上会長、 池永副会長、 馬場幹事、 いずれも現

在まで例会１００％出席をされておられます。 先ほどの池永副

会長の話によれば、 １００％の出席は運もかなり必要なことがわ

かりました。 お三人には必ず１００％を達成して頂きますよう願っ

ております。 私は公務等で欠席が多く申し訳なく感じておりま

すが、 副会長として懇親会等の割り勘要員として貢献させて頂

きましたので、 例会欠席についてはお許し頂きますようお願い

致します。

　さて、 私は一年を振り返る話をするべきではありますが、 せっ

かくですので今皆様にお伝えをしたい思いもあり、 熊本地震に

ついて報告をさせて頂きます。 今回の地震により建物被害の

状況は、 熊本、 大分合わせて約８万３千棟が何らかの被害を

受けています。 お分かりのように、 地震の被害は火災、 台風

等の被害と違い一度に広域なかつ多大な被害になっていきま

す。 未だに体育館等における避難者は１万数千人とのこと。

大変な状況が未だに継続をしています。

　そのような中、 今、 問い合わせが殺到しているのが地震保険

です。 皆さん、 地震保険手続きはしていますか？今回の熊本

では、 地震保険付帯率５８． ９％です。 ちなみに東北大震災

を経験した宮城県は８３．５％。九州で一番付帯率が高いのは、

宮崎県の７１． ０％、 我が長崎県は全国ワーストＮＯ． １で３７．

７％です。 備えあれば憂いなし、 今熊本では地震保険の手当

てをしている方、 してない方で当然差が出てきています。 民間

の保険会社の対応は早く、 某保険会社は熊本における契約件

数１万２千件の支払いが約９割弱終了したとのこと。 生活再建と

しての支払いになっているので、 被災者の方々は対応の早さ

に安堵されているとのことです。 行政は今から罹災証明等の発

行とのことで、 なかなかスピード感はない中、 不満が出てきて

いるとのことです。 やはり自分自身のことは自分自身で守ること

が大事なことだと思います。 是非この機会に皆さんも今一度保

険を見直したらいかがですか。
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