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本日の出席率６４.４４％：会員数４７名・出席２２名・欠席１６名・出席規定免除会員７名・ビジター０名

前々回の修正出席率８６.３６％：出席２８名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席９名

　いよいよ明日、 ５月２４日から、

シネマボックス太陽に於いて 「空

母いぶき」 が上映されます。 かわ

ぐちかいじ氏原作で現在も連載中

の同名漫画の実写映画化なので

すが、 原作は尖閣諸島の領有権

をめぐって起こる中国人民解放軍

と自衛隊との武力衝突を書いたも

のですから、 まさに水陸起動団の島しょ防衛活動が描かれてい

ます。 さすがに、 そのまま映画化は無理だろうと思っていました

が、 昨今の国際情勢をふまえて、 オリジナルストーリーということ

です。 少々残念ではありますが、 楽しみにしています。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更
　　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　　日時　６月１８日 （火） １８：３０～　※新旧交代式の為

　　　　場所　ホテルヨーロッパ 「吉翠亭」

２．来信
　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 地区組織図、 行事予定表他

　　　■国際ロータリー日本事務局より

　　　　 ・ ６月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝110 円

　　　■ガバナーエレクト事務所より

　　　　 ・ 公式訪問について

　　　　 ・ 第 15 回日韓親善会議参加登録のお願い

　　　　　　９月２８日 （土） 東北地方 宮城県仙台・ 塩釜で開催

　　　　　　参加登録締め切り　7 月20日

　　　　 ・日韓親善会議 プログラム広告掲載募集のお知らせ

　　　■佐世保南ロータリークラブより

　　　　 ・ 第２回佐世保市内８ＲＣ会長幹事会議事録

中央ダイビングクラブ
奄美大島ダイビングツアー報告

参加メンバー　井上、 牛島、 四元、 岩政、 宮﨑正、 片桐

5/23　福岡中州で集合

5/24　奄美にてダイビング ・ 宴会

5/25　奄美にてダイビング ・ 宴会

5/26　奄美カントリークラブでゴルフ　帰佐世保

来年は７月の前半の予定

中央会　馬場 貴博幹事
５月２６日の市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会に於いて、 中央ＲＣが優

勝致しました。 令和最初の優勝です。 皆様のご活躍に感謝申

し上げます。

　　　■ハウステンボス佐世保ロータリークラブより

　　　　 ・ 佐世保市長表敬訪問のご案内

　　　　　　日時　7 月8日 （月） 10：00 ～ 10：30

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
まずは、 先日の２６日に開催されました、 市内８ロータリーで

は、 本当にびっくりしましたが、 見事優勝をいただきました。

令和元年、 優勝クラブになりました。 ご参加いただきましたメ

ンバーの皆さま、 ありがとうございました。

さて、 本日は、 一般社団法人　佐世保青年会議所　第６６代

理事長の木下 貴之さんによります、 卓話です。 楽しみにし
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ＳＡＡ： 西村浩輝君　

次回例会／６月６日１２:３０～

ておりますので、 よろしくお願いします。

指山 康二君　竹本 慶三君　牛島 義亮君　井上 亮君
崎元 英伸君　四元 清安君　池永 隆司君　野村 和義君　
八重野 一洋君　岡 光正君　芥川 圭一郎君　田添 直記君
宮﨑 正典君　倉科 総一郎君　筒井 琢磨君

佐世保青年会議所　木下理事長の卓話楽しみにしていま

す。

溝上 純一郎君
５月２６日に８ＲＣゴルフ大会に参加された皆様お疲れ様でし

た。 なんとなんと！中央ＲＣが優勝。 中央会は古川さんのパ

ワープレーで優勝、 今年度　三クラブ対抗戦、 ８ＲＣゴルフ

大会　二つとも勝ちました。 中央ＲＣもゴルフのレベルが上

がっているのかな？

今年度最後の中央会は６月３０日、 佐世保カントリークラブで

行います。 大勢の参加をお待ちしています。

崎元 英伸君
市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会　団体優勝に野村副会長がやっと

戦力として貢献しましたのでニコニコします。

馬場 貴博君
市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会において、 我中央ＲＣが見事優勝

いたしました。 また、 私事では、 初めて１００を切る事ができ、

空振りも含めて９９で終わる事ができ満足でした。

野村 和義君
今年一年、 副会長として何の役にも立っておりませんでした

が、 昨日の８ＲＣ親睦ゴルフ大会において初めて役に立ちま

した。 「優勝」 良い響きです。 今年一年の崎元会長の功績

のひとつに参加出来て嬉しく思いニコニコ致します。

芥川 圭一郎君
昨日の８ＲＣゴルフ大会では相変わらずのブービー賞をいた

だきました。 同じ組の溝上さん ・ 橋口さん、 ご迷惑をお掛け

しました。 天候も良く、 楽しい一日でした。 次回、 中央会も

楽しみます。

ニコニコの合計金額がピンチです。 皆様の明るい情報をどん

どん、 お待ちしております。 よろしくお願いします。

吉野 英樹君
木下理事長の卓話大変楽しみにしております。 ちなみに次

年度会員増強委員会ですので、 木下理事長よろしくお願い

します。 ８ＲＣゴルフ大会の写真に真ん中で写っていたので

すが、 とび賞をいただいただけで中央会の優勝には何の貢

献もしていませんので、 あしからずご了承ください。

宮﨑 正典君
先週の金土日で奄美ダイビングツアーに行って来ました。 寸

志をいただいた崎元会長、池永さん、八重野さん、田添さん、

ありがとうございました。 無事、 井上会長はダイビング５本、

ゴルフ１ラウンド、 夜の飲み方と完全復活されました。 次回

は２月のパラオ遠征です。

片桐 康利君
理事長木下貴之くん、 本日はお忙しい中、 卓話の依頼を快

く受けて頂き、 ありがとうございます。 一緒にＪＣ時代を過ごし

た仲間として一口、 理事長になられたことに対して一口、 悪

友として一口、 先日の誕生祝のお礼で一口、 最後に専務 川

原 譲くんに一口ニコニコします。

本日の合計　　　　   44,000 円

本年度の累計　　　  773,000 円

　本年で一般社団法人佐世保青年会議所は創立６６周年を迎え

ます。 諸先輩方は高い志と地域に根差した活発な活動のおか

げで佐世保の輝かしい歴史が刻まれてきました。 これからも我々

が新たな歴史を築いていく原動力となるために本年、 佐世保青

年会議所では 「不撓不屈～ともに地域を変え、 地域を創る～」

というスローガンのもと、 何事にも先見性を持ち困難に対し決し

て諦める事なく力強い意志と行動力をもって周囲に共感を呼び

起こすと同時に力強い存在感を示すことのできる組織を構築して

おります。

　本年は災害関連委員会という委員会を立ち上げさせていただ

きました。 現在日本はいつどこで自然災害が起きても不思議で

はありません。 ３月に対内向け減災防災事業、 秋口には対外事

業を行う予定ですので参加をよろしくお願い致します。 また、 ６

月に障害を持つ子どもたちを含む青少年のために 「パラスポー

ツフェスティバル」 を開催いたします。 障害を持つ子どもたちが

一般の子どもたちとの交流が少ないという事もあり我々が率先し

てスポーツを通して交流させていただきます。 そして本年５回目

となりますアメリカンフェスティバルも８月３１日、 ９月１日に開催さ

せていただきます。 皆様の多大なるご協力をよろしくお願い致し

ます。

　これからも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ま

い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６６代理事長　木下　貴之 様　

不撓不屈～ともに地域を変え、地域を創る～
～　佐世保青年会議所第６６代理事長として　～
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