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本日の出席率７５％：会員数４８名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（９）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９１.３０％：出席３１名・メークアップ３名・出席規定免除会員出席９名

　先週行われました 「市内８ RC ゴ

ルフ大会」 に出席頂いた７名の皆

様、 大変お疲れさまでした。 残念

ながら総合４位となりましたが、 来

年は優勝を目指して参加したいも

のです。 今回の大会でコンペ ・ 懇

親会に佐世保東南 RC さんが１７

名参加していらっしゃいました。 総

合３位で懇親会では大盛り上がりで、 来年ガバナー補佐を輩出

されるクラブとしての勢いを感じました。

　本日は、 佐世保青年会議所 理事長 内海梨恵子さんに卓話

をお願いしております。 設立 65 年目初めての女性理事長となら

れ、 ご活躍を多々伺っております。 若い力を存分に発揮されて

いる佐世保青年会議所の現状を拝聴出来る事に対して期待と

共に感謝申し上げます。
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１．例会変更・休会　
　変更 

　　　　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　　　日時　５月１２日 （土） １３：００～　

　　　　　　場所　長崎国際大学　　　　※ＩＭ開催のため

　　      ＊佐世保東南ロータリークラブ

　　　　　　日時　５月３０日 （水） １２：３０～

　　　　　　場所　森きらら　　　※社会奉仕のため

   

佐世保ロータリークラブ

　　　　黒江　章雄 様

　休会　　

　　　　　＊佐世保東南ロータリークラブ

　　　　　　日時　５月２日 （水）　定款第８条第１節により

　　　　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　　　日時　５月１日 （火）　定款第８条第１節により

２．来信
　　 ・ 特になし

３．依頼・伝達
　　　 ・ 本日の卓話は、 青年会議所理事長の内海梨恵子さん　

　　　　です。 初の女性理事長としてのお話もお聞きできると思　

　　　　います。 お楽しみに。

　　　 ・ＦＡＸでもご案内致しましたが、 来週５月３日は休会。

　　　　５月１０日は、 夜例会となっております。 お間違えの無い

　　　　ようによろしくお願い致します。

岡 光正君
　ロータリー情報の時間ですが、 職

業奉仕 ・ 社会奉仕に関連して、 映画

上映会の PR をさせて頂きます。 す

でにご覧頂いていると思いますが、

映画 「坂道のアポン」 は、 原作者も

佐世保、 舞台も佐世保、 ロケも佐世

保中心に行われました。 そのロケ地

でもあります、 佐世保市の 「黒島町」

で上映会を行います。 　タイトルは「島

に映画がやってくる！」

日時は、 ５月２０日　日曜日。 ９時からと１１時３０分からと２回上

映致します。 場所は、 今年４月、 開校したばかりの、 佐世保

市立黒島小中学校（はまゆう学園）体育館で行います。黒島は、

世界遺産内定の 「黒島天主堂」 を始め、 自然豊かな魅力ある

「島」 です。 観光を兼ねてぜひお出かけ下さい。 １９日の前夜

祭に、 民宿を１０名分予約しておりますので、 皆様方の参加を

お待ちしております。

カフェ海咲
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本日の合計　　　　     35,000 円

本年度の累計　　　  996,018 円

　本年は一般社団法人佐世保青年会議所にとって創立６５周年

という節目を迎えます。 先輩方が活発な活動をしてきてくださっ

たおかげで、 九州、 日本でも指折りの元気な青年会議所として、

当団体は他地域からも認知されております。 ありがとうございま

す。 本年、佐世保青年会議所では 「ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＣＨＡＮＧＥ」

というスローガンのもと、 失敗を恐れず、 前を向き、 自ら輝くこと

で周囲を照らし、 気力に溢れ、 周囲への優しさを併せ持つ人間

性豊かなリーダーを育成しています。

　ここで少しだけ私の活動の原動力についてお伝えさせていた

だきます。 私がＪＣに入会を決めた理由と、 ６５代理事長をお受

けすることを決意した理由は実は同じで 「人間性豊かなリーダー

になる」ためです。 大学卒業後２００３年に（株）ヒューマングルー

プに入社しました。 期待に胸弾ませ、 入社したものの、 空回り

の連続。 どのようにしたら、 スタッフに、 周囲に認めてもらうこと

ができる経営者になれるのか、と悩んでいたときに 「青年会議所」

の存在を思い出しました。 入会の際に、父に言われたことは、「狭

い世界に満足せずに同世代の素晴らしい人たちとの出会いを通

して、 謙虚に自分を磨きなさい。」 ということでした。 その言葉を

真に受けて、 全国、 世界中に友人を作ることができ、 自分自身

を何度も見つめなおし、 悩みながらも、 自分なりのフォロアーシッ

プ、 リーダーシップの発揮の仕方を実践して今があります。

　本年は６月に県内の青年会議所が集うブロック大会が佐世保

の地で行われます。 そして二度の雨に見舞われたアメリカンフェ

スティバルも８月に時期を変え開催します。 １０月には６５周年記

念事業も行います。 佐世保青年会議所のメンバー一丸となって

「来たい、 住みたい、 日本一ＳＡＳＥＢＯ」 の実現を目指して盛り

上げて参りますので皆様のご協力何卒よろしくお願い致します。

一般社団法人佐世保青年会議所
第６５代理事長　内海 梨恵子 様　

佐世保ロータリークラブ 黒江 章雄様
佐世保ロータリークラブの黒江 章雄です。 ２週連続でお伺

いしました。 メークアップでお世話になります。 よろしくお願

いいたします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
佐世保ロータリークラブの黒江 章雄様のご来訪誠にありが

とうございます。 本日の卓話は、 佐世保青年会議所理

事長 内海 梨恵子様です。 初の女性理事長であり、また、

おめでたい事に先週日曜日にご結婚されたばかりの新婚

ホヤホヤさんです。 どうぞよろしくお願いいたします。

橋口 佳周君
内海 梨恵子さんのご来訪を大歓迎いたします。 結婚式もお

父様ともども素晴らしいスピーチでした。 末永くお幸せに。

牛島 義亮君
新婚の内海理事長のホットな卓話を期待しております。

野村 和義君
内海様、 松尾様のご来訪誠にありがとうございます。 心より

歓迎申し上げます。 本日は、 内海理事長の卓話と聞き、 出

張を取り止めお客様との打ち合わせを中止し、 花のれんで

の食事会もお断りしてやって参りました。 立川談春の落語より

面白いという内海理事長の卓話を本当に楽しみにしていま

す。

宮﨑 祐輔君
誕生日のお祝いありがとうございました。 ５０歳代最後の年に

なりまして、 中央ＲＣの平均年齢引き上げに貢献しておりま

す。 先週は羽田空港で偶然、 政府専用機がとまっており、

久し振りにジャンボを見る事ができましたので、 ダブルでニコ

ニコします。

全会員
内海理事長、 ご結婚おめでとうございます。

ＳＡＡ：牛島義亮君　次回例会／５月１０日１８：３０～

～佐世保青年会議所 第６５代理事長として～

国際奉仕委員会　宮﨑 正典委員長
　６月１０日～１３日にスリランカを訪問致します。 現在７名が参

加予定です。 ふるってご参加ください。

中央会 幹事 本田 実君
　４月２２日に開催されました、 ８ＲＣ親睦ゴルフ大会のチーム

成績は４位と中位でした。 また個人では古川さんが７位、 野村

さんが１６位でした。 お疲れ様でした。
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