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皆さんこんにちは、３月

に入り暖かい日が続き、過

ごしやすくなっております。 

ただ桜の開花が報告され

ましたので、２８日の青少

年奉仕委員会による、花見

交流会まで桜の花が散らな

いことを願っております。 

さて今日は、本田会長エ

レクトに本をプレゼントしたいと思います。実は私が

会長エレクトの時に、井上パスト会長から頂いたもの

ですが、大原玉瑞（ギョクズイ）さんが、２００８年に

自費出版された「会長あいさつのつづり」です。大原氏

は１３歳、日華戦争のときに家族と離れ離れになり、１

９４５年８月終戦を迎えた後、中国大陸から台湾に渡

り、縁あって日本へ移り住み、日本国籍を取得されてい

ます。８０歳近い年齢の中、２００６年７月から、長崎

北東ＲＣの会長を務められています。そして会長挨拶

のテーマを「徳」を中心に話をされ、毎回の話の最後は

「人は徳なしでは成りたたない」という言葉で終わら

れています。私は、折角参考になる本を頂きながら、確

固たるテーマがないままお話ししていますが、本田会

長エレクトには参考にして頂ければと思います。ちな

みに大原氏は現在も長崎北東ＲＣに在籍されており、

仕事の方は、長崎市の原爆資料館のそばにある中華料

理店「寳來軒」を経営されています。 

最後に、先週の東クラブ・北クラブとの３クラブゴル

フ対抗戦と合わせて中央会が行われ、我がクラブは１

９名の方に参加して頂きました。数の力もあってか、今

回も勝利することが出来たようです。お世話頂きまし

た、中央会の岩政会長・川島幹事、お疲れさまでした。

後ほど報告会があると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
  ■ガバナー事務所 

  ・東京 RC 創立 100 周年記念例会 

兼祝賀会ダイジェスト映像掲載の件 

  ・新型コロナウイルス感染予防策について 

■ガバナー事務所 

・ＰＥＴＳ終了のお礼 

・メータ RI 会長エレクト  

レコーディングデータ送付・ご協力の御礼 

 

 

 

 

 

  ３月  ３日 溝上純一郎・京子  ご夫妻 

  ３月 ２３日 宮﨑 正典・美佐子 ご夫妻 

  ３月 ３０日 崎元 英伸・ジン  ご夫妻 

  ３月 ３０日 四元 清安・千晴  ご夫妻 

 

 

 

 

 

 

昭和２５年 ３月  ７日 橋口 佳周 君 

昭和３２年 ３月 １２日 筒井 琢磨 君 

昭和１６年 ３月 ２１日 福田 英彦 君 

昭和３７年 ３月 ２２日 八重野一洋 君 

昭和２７年 ３月 ２６日 井上 亮 君  

 

 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率８０.００％：会員数４９名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員７名・ビジター０名 

前々回の出席３３名・出席規定免除会員８名 
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中央会 井手 陽一君 
３月１３日（土）佐世保ＣＣ 

・東雲会、北斗会、中央会、対抗戦結果 

 １位 中央会 ２位 北斗会 ３位 東雲会 

・対抗戦個人 

 優勝 藤井良介 ２位 牛島義亮 ３位 古川直記 

・中央会個人 

 優勝 牛島義亮 ２位 馬場貴博 ３位 井手陽一 

 

 

 

 

 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 

昨日は公立高校の合格発表でしたが、気温もだいぶ

上がって桜の開花が進みそうな陽気となってきまし

た。コロナの感染状況も落ち着いた状況のようです

し、佐世保市でもワクチンの優先接種も始まったよ

うです。多くの皆さんの接種が進んで集団免疫が獲

得できれば今よりも活動の自由が増すと信じて自分

たちの接種の順番を待ちたいと思います。本日の例

会もどうぞよろしくお願いいたします。 

福田 英彦君 
今月２１日、８０歳のバースデーを迎える事になり

人生最大の節目のように感じています。何とか今ま

で生きてこられたことに感謝しニコニコします。私

が８０歳になり、唯一人の孫は小学校を無事卒業し

中学生に進学が決まり一安心です。 

山瀧 正久君 
中央会ゴルフで西海賞をいただきました。次に向け

て頑張ります 

溝上 純一郎君 
結婚祝いありがとうございます。 

牛島 義亮君 
先週の三クラブ対抗戦で個人二位、中央会優勝、ニ

アピンも２つ取り馬もゲットしました。大金をいた

だきましたが当日の打ち上げの費用と女房の介護費

用に取り上げられましたので残りをニコニコさせて

いただきます。 

井上 亮君 
２６日で６９回目（古希）の誕生日を迎えます。 

崎元 英伸君 
３８回目、感謝しかありません。 

大久保 厚司君 
１２月が誕生日、１月が結婚記念日でした。お祝い

ありがとうございます。 

四元 清安君 
結婚記念日の花束ありがとうございます。 

馬場 貴博君 
中央会のコンペで賞を頂きましたのでニコニコしま

す。 

八重野 一洋君 
今回で５９歳になります。５０代ラスト、コロナ禍

をかいくぐって楽しみたいと思います。お祝いあり

がとうございます。 

福田 力君 
誕生日祝いありがとうございました。 

宮﨑 正典君 
結婚祝いありがとうございます。 

筒井 琢磨君 
誕生日のお祝いありがとうございます。４４歳にな

りました。体力の衰えを感じる今日この頃です。 

藤井 寿人君 
昨年受けた国家資格の２級電気と造園の施工管理技

術者、給水装置工事主任技術者、合格できました。

しかし、１級土木施工・管施工管理技士は見事に落

ちていたので、来年合格できるように頑張ります。 

 

本日の合計    21,000円 

本年度の累計  558,000円 

 

 

 

 

 

◆第６回クラブフォーラム◆ 
友好クラブについて 

 
池永 隆司会長 
昨年１０月２３日～２５日にか

けて、地区補助金を活用し、奉仕プ

ロジェクト委員会の交流事業で、旭

川空港ＲＣに行ってきましたが、合

同例会をして頂いた時に、久保会長

から友好クラブ締結の話がでたの

がきっかけです。 

元々は、竹本君がよさこいの流れで、北海道の東神楽

チームを引き連れていらした久保さんと交流があり、

その繋がりが今日まで続いています。そして指山君・岡

田君も交流が深いようです。私も昔は、佐世保飛躍年隊

というチームの旗隊をしていた時に、何度か北海道に

も行きましたので、久保さんにはお世話になりました。

ただやはり、よさこいのお祭り繋がりだけと思ってい

ましたが、ロータリーとして、山瀧会長の時、南部会長

の時と合わせて３度訪問させて頂き、合同例会を開催

して頂きましたが、いずれも歓待して頂きました。旭川

空港ＲＣの会員は、現在１３名とお聞きしていますが、

少数精鋭といいますか、会員が皆さん熱い気がします。

そしてコロナウイルス感染の為、釜山蓮山ＲＣとの交

流はしばらく出来ないと思います。５年に１度、交互に

マッチンググランツや共同事業を行っていましたが、

今回は多分中止になると思います。海外の渡航も中々

むずかしい中、日本の北と南で友好クラブ締結をして

交流を計っていけば将来的には、共同事業的なことも

出来るのではないかと思います。他のクラブ間をネッ

トで調べたら、姉妹締結や友好クラブ締結は、５周年、

〇周年で調印されているので、今年度３０周年の事業

としてやってはどうか。 
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宮﨑 正典幹事 
友好クラブについて 

「友好クラブ」と「姉妹クラブ」の

違いについて 

『ＲＩに登録するか、 しないか』

であり、明確な記載や取決め等は無

く、クラブ間のお付き合いの程度に

よって選ぶ。 

＊佐世保南 RC 

・台中北區扶輪社 

(1992 年 3 月 3 日友好クラブ締結、 

1997 年 3 月 15 日姉妹クラブ締結、 

2017 年 3 月 1 日姉妹クラブ再締結)現在 

・Coffs Harbour Rotary Club 

(2008 年 1 月 11 日姉妹クラブ締結、 

2019 年 7 月 1 日姉妹クラブ再締結)現在 

＊ハウステンボス佐世保 RC 

・友好クラブ：台北市 東北ロータリークラブ 

1)友好クラブにした理由は? 

頻繁な交流では無く、１年置き程度で行き来するく

らいのお付き合いをするためです。 

2)締結書での調印をされましたか? 

2 度行ました。初回の認証伝達式と４年前の締結２０

周年の時です。 

3)RI に登録していますか? 

友好クラブは登録の必要が無いので、していません。 

 

姉妹クラブ、韓国釜山蓮山 RC との交流について 

締結調印日:１９９２年 ３月２６日 

主な事業: 

・ロータリー財団同額補助事業 

(マッチンググランツ) 

創立１０周年 

(韓国の身体障害者施設にリフト付移送車、 

大型洗濯機、乾燥機寄贈) 

創立１５周年(県立盲学校へ機材の寄贈) 

創立２０周年 

(ラオスパヌオン国立大学へパソコン寄贈) 

創立２５周年(特別支援学校への太鼓、その他寄贈) 

 

昨今では、姉妹締結再調印を５年毎に行っているが、

蓮山 RCのメンバーの減少、日韓の政治的対立を背景に、

交流が活発であるとは言い切れない。 

 

＊旭川空港ロータリークラブとの交流について 

2016-2017 山瀧正久会長  

訪問交流が始まりました。(1 月旭川訪問) 

2017-2018 岩政 孝会長  

佐世保に来訪されました。(10 月佐世保訪問) 

2018-2019 崎元英伸会長  

旭川空港 RC 主催で全国空港 RC 全国大会が旭川で 

開催、10 月訪問 

2019-2020 南部 建会長  

小学生の相互交流事業の為、1 月訪問 

2020-2021 池永隆司会長  

酪農体験、文化交流事業の為、11 月訪問 

竹本パスト会長の数十年に亘る交流があったからこ 

そ、この交流が成立しています。 

 

＊今後の展開について 

一応、調印締結を結ぶが、その文言には交流を縛る文 

言は無く、いつでも解消できる旨を記載出来る。会員 

名簿の姉妹クラブの下に友好クラブとして記載出来 

る。 

⇒旭川空港 RC も友好クラブを結びたい、との連絡を 

受けています。  

 
竹本 慶三パスト会長 
旭川空港ＲＣはＹＯＳＡＫＯＩ

させぼ祭り３回目のゲストチーム

として東神酔舞の舞というチーム

で来佐されたのがスタートです。

旭川というなかなか交流のチャン

スがない地域と友好クラブが出来

れば最高です。久保会長はじめ皆さんと２０年以上の

付き合いですが、付き合えば付き合うほど、親しくな

れる北海道の方々です。 

 

山瀧 正久パスト会長 
旭川空港ＲＣとの関わりは、２

０１５年１０月の佐世保よさこい

祭りのとき、竹本パスト会長から

農業をしながらロータリー活動を

行っている久保さんを紹介された

ことでした。 

個人的には、北海道十勝管内の広尾町のイベント毛

ガニ祭りに毎年参加し、西海町の特産であるミカンを

中心とした物産交流を行っていましたので、旭川との

農産品交流ができないか興味がありました。 

当時、久保さんも、私も会長エレクトでしたので機会

があれば交流をしたいと思ったことでした。その思い

を強くしたのは、佐世保市と東神楽町がよさこい踊り

を通じて民間交流が行われていたことでした。その繋

がりを大事にしてロータリークラブの交流が出来れば

と思ったものです。 

２０１６～２０１７年度の会長のとき、２０１６年

９月５～７日まで北海道旭川空港ＲＣに竹本パスト会

長、岡幹事、本田国際委員長の４名でメイクアップを

してまいりました。交流が続く中で、個人的に西海の

みかんを販売し、久保さんが育てたスイートコーン、

白米等を購入することができるようになり、物産交流

にもつながっています。 

 これからもクラブとしての交流はもちろん、会員同

士の個人個人の交流も深まっていければと思っており

ます。 

 

 

 

 

 ＳＡＡ：田添直記君 

次回例会/３月２５日１２：３０～ 


