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本日の出席率７３.３３％：会員数４７名・出席２７名・欠席１２名・出席規定免除会員（８）６名・ビジター２名

前々回の修正出席率８６.６６％：出席２７名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席６名

　昨年、 病気療養の為に退会され

ました坂井智照様の奥様より当ク

ラブ宛にお手紙が来ました。 内容

はご逝去に際してのお礼と逝去前

後の状況が書かれており、 故坂

井 智照様のロータリーに対する愛

着を犇々と感じる文面でした。 （文

面を朗読） 最後に奥様より当クラ

ブ友愛基金へ寄付をしたいとの心使いを頂きましたので、 謹ん

でお受けしたいと思っております。

　ロータリーの友２月号１５頁に映画 「ニコラス ・ ウィントンと６６９

人の子供たち」 を鑑賞してとのタイトルで、 牛島 義亮会員の感

想記事が掲載されております。 皆様ご一読をお願いします。

　本日の卓話は、 佐世保商工会議所青年部 会長 宮崎 映行様

のご講演を賜ります。 地域貢献と自己研鑽をされている青年団

体のお話を詳しくお話し頂けるものと期待いたします。 どうぞよ

ろしくお願いいたします。

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保ロータリークラブ　　

　　　　　木下　貴夫様

　　

佐世保南ロータリークラブ　　 

　　　　　太田　博道様　　

卓話同行

佐世保商工会議所青年部

専務理事　 川口　直人様　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　 

１．例会変更　
　　＊なし

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・ 2 月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝110 円

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①鎮西学院インターアクト街頭募金活動 （諫早北 RC）

　　　　　②1 月の国際大会ニュース

　　　　　　　「トロントで開催される 2018 年ロータリー国際大会」 

　　　　　③職業奉仕月間を祝おう：

　　　　　　　ニュースレター 「職場を超えてスキルを発揮しよう」

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 本日は、 商工会議所青年部　会長　宮崎映行様の卓

            話となっております。 青年部活動などについてお話し

            して頂きます。

　　　   ・ また本日、 理事 ・ 役員の皆様は、 例会終了後、 理事      

            会となっております。

　　　   ・ 来週は、 延寿会となっておりますので、 賀寿の皆様を  

            会員で御祝したいと思います。 是非、 福石観音の護

            摩焚きからご参加下さい。

佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様
佐世保ロータリークラブの木下です。 今日はお世話になりま

す。

佐世保南ロータリークラブ　太田 博道様
佐世保南ロータリークラブの太田です。 本日はお世話になり

ます。
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　成長を信じ、 積極的に活動に参加することで、 参加している

人達と共に学び、 共に汗をかき、 本当の意味での友人 ・ 仲間

になれる事が一番の魅力だと思います。

佐世保商工会議所青年部　
　　　会長　宮﨑 映行様
　

商工会議所青年部に入会して感じた
　　　　青年部の魅力

ＳＡＡ：鶴田明敏君

次回例会／２月８日１８：３０～

本日の合計　　　　   19,000 円

本年度の累計　　　 659,018 円

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様

佐世保南ロータリークラブ 太田 博道様

ご来訪誠にありがとうございます。

本日卓話は、 佐世保商工会議所青年部会長宮﨑 映行

様です。 そして同行は専務理事の川口 直人様です。

どうぞよろしくお願いいたします。 ２月は逃月、 まだまだ

冷たい風や雪が…体調管理して乗り切りましょう。

牛島 義亮君
１. 四元国際タクシー新社長就任お祝い申し上げます。

２. 指山ファクトリー２０周年記念お祝い

２件合わせてお祝い申し上げます。

四元 清安君
１月２０日をもちまして熊田社長の健康上の理由により国際タ

クシー株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。

ハワイにて就任式を現地集合 ・ 現地解散で挙行しようと思い

ましたが、 参加者の方が見込めませんでしたので取りやめさ

せていただきます。

冗談はさておき、 元町タクシー ・ 天神タクシーともども国際タ

クシーのより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げま

す。 略式ながらご挨拶に代えさせて頂きます。

平岩 義明君・馬場 貴博君・川島 千鶴君・岡 光正君・田中 
啓輔君・井手 陽一君・吉野 英樹君　YEG OB 一同

佐世保商工会議所青年部 第３５代 会長宮﨑 映行君、 専

務理事の川口 直人君の来訪を歓迎します。

　佐世保商工会議所青年部は、 年齢を２０歳から４５歳迄とする

経営者またはそれに準ずる者たちで構成され、 現在８２名です。

地区内の商工業の次代経営者としての資質を向上し、 社会使

命の認識を高め、 地域商工業の発展と地域社会の福祉の増進

に寄与することを目的に様々な研修 ・ 事業を行っております。

私は、 平成２０年度に入会し、 ３年目に初めて委員長を務めさ

せて頂きました。 その後、 専務理事、 副会長を経て、 今年度

会長を務めさせて頂いております。 これまで、 自分なりに手を抜

かず、 一生懸命努めて参りました。 特に、 その時々に苦労と喜

びを共にさせて頂いた方々とは、 その体験を共有できた事で絆

とも言うべき人と人との強い結びつきが出来たように感じます。「こ

の人に頼まれたら断れないな」 とか 「この人なら困った時に話を

聞いてくれるかな」 とか、 そんな間柄になれる人達と巡り合えた

のは、 私自身がこの会に入会し、 様々な活動に対し積極的に

取り組んだからだと思います。 学業を終え、 社会人になると、

なかなか新しい友人ができる機会には恵まれません。 とても有

難い事だと感じております。

　佐世保商工会議所青年部は、 来年度九州で開催される YEG

の全国大会の招致活動を行っておりました。 過去形になってい

るのは、 残念ながらその招致活動が実らなかった為ですが、 こ

の招致活動は私自身の青年部人生に大きな影響を与えてくれま

した。 約５年に渡り、 この大きな目標に向かって同じ思いを持っ

て共に学び、 共に汗をかいた人とは、 とても強い信頼関係を築

くことができました。 また、 この招致活動をきっかけに全国組織

への出向も経験させて頂き、 九州のみならず全国各地に友人が

できました。 その中のお一人とのご縁で、 来年度からまた二年

間出向させて頂く予定です。 こうして声をかけて頂けるような関

係になれた事は光栄な事ですし、 その役割をしっかり全うするこ

とで、 この方と、 そして共に活動する周りの方々ともさらに強固

な関係が築ける事を期待しております。

　商工会議所青年部に入会して感じた青年部の魅力は、 成長

を信じ、 積極的に活動に参加することで、 参加している人達と

共に学び、 共に汗をかき、 本当の意味での友人 ・ 仲間になれ

る事です。 これまで、 ひたすら頑張って辿り着いた先に成長が

あると信じて我武者羅にやってきました。 その成長が 「ただ青年

部という組織に詳しくなっただけ」 で終わらないようにする事が今

の私の課題です。 この課題を忘れることなく、 残り５年も積極的

に活動し、 一生涯の友と呼べる仲間を一人でも多く増やしてい

きたいと思います。
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