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みなさんこんにちは。 

先週の忘年家族例会ご参

加いただきありがとうござ

いました。一年ぶりの奥様を

お迎えしての懇親会、素敵な

音楽聞きながら、美味しい食

事と楽しい時間を過ごせま

した。みなさまと同じ場所で

同じ時間を共有できること

が改めて幸せな事と感じました。親睦例会委員会会員

の皆さん、会場に奥様をお迎えする時のお花や、帰る時

のお土産の手配をしていただきありがとうございまし

た。 

また、１１月２７日（土）にはオープンして間もない

出島メッセ長崎にて地区大会が開催されました。１７

名登録のうち当日は１３名で佐世保北ロータリークラ

ブに次ぐ多くのメンバーに参加をしていただきました。

式典等の後、隈研吾講演会を拝聴してきました。オリン

ピックで使用された国立競技場の設計作品や、海外の

設計作品等の講演会で、見識が広まりました。 

また、１２月３日から５日までは、中央ダイビングク

ラブで宮古島に行ってきました。軽石の影響でダイビ

ング中止になるおそれもありましたが、１１人無事に

行って帰ってきました。 

佐世保中央ロータリークラブは行事から趣味まで一

致団結力強いクラブであると思います。この強い団結

力で次年度のガバナー補佐を支援していきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

親睦例会活動委員会 藤井 寿人委員長 
去る１２月２日ホテルオークラＪＲハウステンボス

にて忘年家族例会・懇親会にご参加いただき、ありが

とうございました。また、ご家族の方々も多く参加し

ていただきありがとうございました。色々と反省する

点がありましたが、次回の延寿会に反映させたいと思

います。ありがとうございました。 

 

青少年奉仕委員会 山口 裕之委員長 
１２月１２日のスペシャルオリンピックス活動支

援・市民交流会に皆様のご協力をいただき無事に終了

する事が出来ました。生徒さん保護者の皆さんも大変

喜んでいらっしゃいました。ありがとうございました。 

 

 

 
 
 
本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
先週の忘年家族例会は、ご夫人方も含めまして、ご出

席ありがとうございました。お陰様で盛大に終了で

きたものと思います。 

さて、本日のプログラムは、第４回クラブ協議会とな

っており、１１月２７日に長崎市の出島メッセで行

われました地区大会の報告となっております。建築

家の隈研吾氏が基調講演を行うなど、嗜好を凝らし

た内容となっておりましたので、参加が叶わなかっ

た皆様のためにもしっかりとお伝えすることができ

ればと思っております。ご協力の程、どうぞよろしく

お願いいたします。 
牛島 義亮君 
１２月２日の忘年家族例会の次の日、ロータリーメ

ンバー総勢１２名で沖縄県宮古島軽石対策研修旅行

に行ってきました。早朝から福岡へ出発、ぎりぎり

の時間で危うく乗り遅れの状態でしたが、約１名の

負傷者を除いて無事宮古島にたどり着きました。当

日は軽く宮古牛で慰労をし、次の日から水中軽石研

究班と陸の上から軽石を観察する班に分かれ行動、

水中班は海風の強さで１名船酔いダウン、高齢者組

は水中の体感温度の低さから残念ながら一回で脱落

老いを感じました。海上班の報告は別の方が報告さ

れると思いますが、結構癒しを満喫されたみたいで

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：片桐康利、橋口輝宗、福田英彦、西村浩輝 

田雑豪裕、大久保厚司、崎山信幸 

本日の出席率９２.３０％：会員数４６名・出席３１名・欠席３名・出席規定免除会員５名・ビジター０名 

前々回の修正出席率９０.００％：出席３０名・メークアップ０名・出席規定免除会員６名 
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す。次の日は宮古島の地質調査のため、グラウンド

をカートで走りまくり無事すべての現地調査がおわ

りました。この調査のため大勢の皆様に多額の研究

補助費を寄付して頂き感謝いたします。次回はもっ

と暖かい時に開催したいと思います。 

 

本田 実君 
中央ダイビングクラブ IN宮古島。到着、翌日ダイ

ビングへ出発。揺られること数十分、ポイントへ到

着。そこで事件が発生！待つ間に船の横揺れ→船酔

い→嘔吐！それでも海の中へ１本だけのダイビング

→船へ戻って嘔吐・・・ 

翌日はシギラベイゴルフＣＣ.へ。陸の上ではハッ

スルプレー、ダブルペリアを存分に使ってのハンデ

ィーキャップ大幅アップ（３５もいただき）優勝し

ました。ニコニコします。 

 

芥川 圭一郎君 
やっと息子より内定が出たとの連絡がありました。

ほっとしました。 

 

川上 仁哉君 
来年度の短縮例会及び新年懇親会のＦＡＸも流して

います出席よろしくお願いいたします。 

 

 

本日の合計      11,000 円 

本年度の累計     467,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 地区大会報告 ◆  
 

前田 眞澄君 
１１月２７日、土曜日に地区

大会会場の新しくできました出

島メッセへ行ってきました。 

本会議がお昼からのスタート

でしたので、その前に本田会長

より中華街で昼食をご馳走に成

りました。本田会長、ありがとうございました。新し

くできたコンベンションホールと有って、物凄く広い

会場で、塚崎ガバナーのお話の中で登録者 1,800 名、

来場者 800 名との事で、３面の大型スクリーンに映し

出された映像は鮮明で音響も丁度よく、最新鋭の設備

を感じられました。来賓者に中村法道知事と田上富久

市長にお越しいただき、田上市長のご挨拶に完璧なコ

ロナ感染防止対策を行ってのロータリークラブの地区

大会を出島メッセで行っていただいたことは、大変あ

りがたく、今後の色んなイベントを此処でする時のお

手本に成ります。とのお言葉が有りました。会議は点

鐘に始まり、約１時間の本会議、１時間半の隈研吾氏

の記念講演そして１時間１５分の第２部会議という構

成で行われました。会議自体はトラブルも無く、順調

にプログラムを消化していきましたが、これは仕方な

い事でしょうが、トイレの順番待ちが些か発生してい

ました。800 名でこの混雑ですので、1,000 名を超す

ようであれば仮設トイレが必要かなとも思いました。

このコロナ禍での地区大会の開催においては関係者の

皆様、大変ご苦労なさっての開催されました事に対し

まして敬意を表し参加して大変良かったと感謝申し上

げます。  

 

 

井手 陽一君 
会場の出島メッセ長崎は長崎駅

に直結していて利便性の良い会場

でありました。会場内に入る時も検

温・消毒がなされておりコロナ対策

もきちんとされていました。座席も

間隔を開けられており、こちらも対

策されていました。スクリーンは 3 か所と見やすかっ

たのですが音響がいまいちのように思えました。大会

内容では、最後にあった表彰は最初にするのが良いと

思いました。記念講演の隈研吾さんの内容は作品紹介

みたいな内容でしたので、長崎県での携われた建物の

紹介をしていただけたらと思いました。最後に昼食の

中華はとても美味しかったです、本田会長ありがとう

ございました。 

 

 

香月 章彦君 
本田会長、当日のお昼はたいへん

ご馳走になりました。ありがとうご

ざいました。 

会場の出島メッセ長崎は、来年私が

所属する団体で利用することもあ

り、内部施設を見学していたので、

概ねのイメージはできていました。しかし、全体の４分

の３スパン利用で、実際に大勢の人が入っている状況

は圧巻でした。素晴らしい施設でした。 

地区大会では、般若湯と長崎駅停車中の無限列車から

魘夢の血鬼術が発せられたことで一部夢見心地のとこ

ろはありました。申し訳ございません。 

隈研吾氏の講演では、自身で設計された長崎県内の施

設をはじめ世界各国の施設を紹介して頂きました。も

う少し生い立ちとか建築士（建築家？）を志す動機とか、

まちづくり辺りのお話しも伺うことができればより良

かったかと思います。 

 

 

芥川 圭一郎君 
１１月２７日の地区大会へ参加

をしまいた。当日は、新地での中

華料理、本田会長、ありがとうご

ざいました。久しぶりの中華、美

味しかったです。 
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地区大会ですが、長崎駅周辺の激変に驚かされたこ

とが一番印象に残りました。 

出島メッセ及びに長崎駅周辺の今後に目が離せないで

す。 

 

 

吉野 英樹君 
大会の内容については先輩方が

詳しく正確に伝えられていますの

で、私はそれ以外の道程等をお話

ししたいと思います。 

 入会以来、昨年のリモート開催

を除いて毎年参加しています。乗

り合わせのバスは毎年、会員の意識の高さを反映して

予定時間より早く到着するので、今回も３０分前には

指定場所に行けるように準備していましたが、御多分

に漏れずその時刻にはバスも到着していました。道中

では意欲ある先輩による差し入れもありながら、和気

あいあいと過ごしました。ほどなくして会場である長

崎市に到着。昼食時間でもあったので予約していた中

華街・会楽園に入店。本田会長ごちそうさまでした。 

会場の出島メッセはとても広く時間もあったので見学

して回りました。その後、粛々と会は進行し、講演も諸

先輩方が賞賛されていると思うので割愛させていただ

きます。帰路も佐世保に帰ってからも懇親を深めるこ

ともでき、楽しい地区大会でした。 

 

 

倉科 聡一郎君 
去る１１月２７日に長崎市で

開催された 2021-2022 年度 2740

地区の地区大会に参加してまい

りました。新しく建設された出

島メッセに初めて行く機会を得

ることができて大変ありがたい

と思っております。塚﨑寛ガバナ―の挨拶・報告など

が素晴らしくガバナ―という大役を任されるに足るリ

ーダーだと確信いたしました。私はよく冗談でガバナ

ーを目指しますなどと言っておりますが、今回勉強さ

せていただいたことをしっかりと受け止めロータリー

活動に邁進していきたいと考えております。 

 

 

馬渡 圭一君 
地区大会の第１部の要点は、ロー

タリアンの人数が減っているので、

増やさなければならないという話し

でした。個人的には、高齢化がより

深刻な問題であり、若い世代の人数

を増やす対策が必要であると思いま

した。 

 

 

岡 光正君 
佐世保北クラブの「緒方信行氏」

が、2021-2022 年度ガバナーノミニ

ーとして、正式に紹介がありました。

北クラブに於いては、２年後のガバ

ナー輩出に向け準備を進めていると

のことです。佐世保中央ＲＣとして

も、全面的なサポート体制で今年・来年と準備を進めて

頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：鶴田 明敏君  

次回例会１２月１６日１２：３０～ 
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スペシャルオリンピックス活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保特別支援学校 よさこい披露 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保北中高吹奏楽部演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペシャルオリンピックスアスリート短距離走 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掛屋剛志君 コンサート             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆皆様ご協力ありがとうございました☆ 

 

 

※会場ではソーシャルディスタンスを保ち、メンバー・来場者の検温

と消毒の徹底をし安全に配慮しながら開催させていただきました。 

ロータリーデー  佐世保中央ロータリークラブ主催 

スペシャルオリンピックス活動支援・市民交流会 

令和３年１２月１２日（日）島瀬公園 

 


