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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７９.５４％：会員数４８名・出席２７名・欠席７名・出席規定免除会員８名・ビジター０名
前々回の修正出席率７７.２７％：出席２８名・メークアップ０名・出席規定免除会員６名

みなさんこんにちは。今
週の火曜日１７日に８ロー
タリークラブ会長、幹事会
第８回目、最後の集まりが
ありました。
当日は第５グループガバ
ナー補佐山本君、第６ガバ
ナー補佐小川君と各クラブ
の事務局員を招待してホテ
ルヨーロッパ吉翠亭にて行われたました。８ロータリ
ークラブ会長幹事会は終わりましたが佐世保中央ロー
タリークラブは佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴ
ルフ大会のお世話役が残っております、私たち会長幹
事に代わりゴルフお世話をして頂いている、中央会の
崎元会長、芥川幹事、顧問の牛島君、本当にありがとう
ございます。
当日、ゴルフに参加されるみなさん良い成績を出す
ように頑張って優勝を目指しましょう。

１．来信
■ガバナー事務所
22-23 年度 米山記念奨学委員長セミナー案内
６月１８日（金）１４：００～
西九州大学 佐賀キャンパス
対象：次年度クラブ米山記念奨学委員長

５月 ３日
５月 ５日
５月 ９日
５月２０日
５月２４日

竹本 慶三・多恵子
崎山 信幸・やよい
福田 英彦・ちづ子
南部
建・裕子
八重野一洋・貴久実

昭和３５年５月 ８日
昭和５２年５月２９日

片桐
倉科

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

康利 君
聡一郎 君

本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事
皆様、こんにちは。先週の藤井先生の健康にまつわ
る卓話は大変勉強になりました。さて、本日のプロ
グラムは、恒例となっておりました一般社団法人佐
世保青年会議所２０２２年度理事長下津浦朱門様を
お招きしての卓話となっております。私たちも含
め、JCI には所縁（ゆかり）のある会員も多いと思
いますが、本日は、JCI の現況等をお話いただける
と思います。
ご清聴のほどよろしくお願いします。
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竹本 慶三君
忘れてかけていた結婚記念日の花、ありがとうござ
います。

牛島 義亮君
今日は苦言のニコニコをさせていただきます。先
日、私の家で８RC のゴルフ大会の打ち合わせを行い
ました。無事終了し片付けもきれいにしてもらい、
さすがロータリーメンバーだなと感心していました
が、昨日、冷蔵庫の冷凍室に冷凍食品をしまおうと
ドアを開けたら中でロゼのシャンパンが木っ端微塵
になって散乱していました。誰か犯人はわかりませ
んが、多分早く冷やそうとしてそのまま忘れて放置
していたと思います。ガラスで手を切りそうになり
ながら片づけていて、多分そんなおっちょこちょい
は稲次君くらいしかいないだろうなと想像していま
いした。今度からワインを早く冷やしたくて冷凍庫
に入れた時には忘れないように、稲次君、気を付け
てくださいね。

令和 4 年 5 月 19 日号

のが早いなぁと思いました。先日妹の第１子が無事
産まれましたので合わせてニコニコします。今週の
日曜日に会えるので楽しみです。

倉科 聡一郎君
誕生日祝いありがとうございます。４５歳頑張りま
す。

ＪＣＯＢ
本日は佐世保青年会議所理事長 下津浦 朱門君、専
務理事 福田 登志也君、ご来訪ありがとうございます。

本日の合計

36,000 円

本年度の累計

847,500 円

崎元 英伸君
５月２２日降水確率０％
佐世保市内８RC 親睦ゴルフ大会があります。皆様の
ご協力をよろしくお願いいたします。

平岩 義明君
２月の誕生日の分です。６５歳になりました。

一般社団法人
佐世保青年会議所
第 69 代理事長
下津浦 朱門様

南部 建君
結婚記念日のお花、ありがとうございます。毎年、花
が届いて思い出します。

崎山 信幸君
結婚祝いの花、ありがとうございました。

八重野 一洋君
こんにちは、来週の例会ですが、入院及び手術の為、
欠席させていただきます。合わせて翌日の橋口佳周
ガバナー補佐激励会も欠席となりますので、お詫び
にニコニコします。５０歳前後の若い会員さん、前立
腺肥大症には充分お気を付けてください。中央 RC に
は前立腺ブラザーズが数名いらっしゃいます。結婚
祝いの花はまだですが、先にニコニコします。ありが
とうございます。

芥川 圭一郎君
昨日やっとガンダムに会えました。２２日８RC 親睦
ゴルフ大会もよろしくお願いいたします。

澤田 磨君
結婚祝いの花、ありがとうございました。２人とも忘
れていました。

片桐 康利君
誕生日祝いありがとうございます。４６歳になりま
した。気が付けば５０歳が見えてます。年月が過ぎる

万里一空～ＪＡＹＣＥＥが創る確かな未来～
みなさんこんにちは。一般社団法人 佐世保青年
会議所 第６９代理事長の下津浦です。本田会長は
じめとします中央ロータリークラブの皆さま、お
呼びいただきありがとうございました。本年佐世
保青年会議所は６９年目の年を迎えます。まず本
年私が掲げているスローガンは「万里一空～ＪＡ
ＹＣＥＥが創る確かな未来」です。スローガンの
意味には、目標を見据え、我々青年も努力をし続
けるという意味を込めております。私は青年会議
書の掲げる「明るい豊かな社会の実現」に向け、こ
れからも会員が一丸となって目標に向け進んで行
動していきたいと考えております。
まずは自己紹介です。１９８３年３月２６日生
まれで趣味はアウトドア・インドア含め多数ござ
います。
私がこれまで青年会議所でおこなってきた事で特
に印象深い事としまして、２０２０年の事でござ
います。当時私は副理事長でコロナが酷くなった
時に、なかなか佐世保に帰って来られない状況に
ある学生さんに向け、支援事業として食料品の援
助をおこないました。こちらの事業後に学生さん
達からお礼の手紙が届き、内容を見たときに本当
にこの事業をおこなって良かったと感じました。
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というのもこの頃（今も大変なご苦労をなさって
いる方も多くいらっしゃいますが）
、コロナ禍に
あり学生がアルバイトなどで学費や生活費を稼ぐ
ことができず困窮し学業の断念を検討していると
いう学生が全体の２割弱もいるとニュースの記事
で知ったことから始めました。１回目の応募に対
し募集予定数をはるかに超える応募が殺到し青年
会議所の電話やホームページもパンクするという
程でございました。これを受け、２回目も支援事
業を行わさせていただきました。国や地方行政も
各種支援を行っていた中ではありましたが、やは
り細かいところまでは支援が追いつかない状況で
したので事業を終えた時に本当に色々な事を考え
させられました。そんな中もっと「このまち」の
ために何かできることはないかと想いを強くしま
した。本年、理事長職を預かるにあたり例会をは
じめ諸事業企画を積極的におこなっています。例
会におきましては今月５例会まで１００％を達成
している状況にあり、さまざまな取り組みもしっ
かりと感染対策をして行っております。今年の目
玉事業として「ＳＡＳＥＢＯ ＪＡＭ ＦＥＳＴＩ
ＶＡＬ」をセントラルパークで１０月１～２日に
開催します。これはコロナ禍で途絶してしまった
アメリカンフェスティバルの後継事業として行政
とタッグを組み企画中です。みなさま是非遊びに
きてください。また、従来通り青少年事業や国際
事業にも臨む予定でございます。国際関係の話で
は、ＪＩＣＡ国際協力機構様より多文化共生の取
り組みについて意見交換をさせていただいたり、
昨今のロシアによるウクライナ侵略による世界秩
序の変化に今後どう変化対応するのかという様な
ご提言をさせていただいたり、幅開く展開してい
っております。
最後に、皆さま方にお願いでございます。佐世
保青年会議所はコロナ禍においても「明るい豊か
な社会の実現」に向けて邁進中です。必ず若者を
成長させてみせます、どうか会員のご紹介を頂け
ましたら幸いでございます。
本日はありがとうございました。

☆下津浦様ありがとうございました☆

ＳＡＡ：香月章彦君
次回例会５月２６日１２時３０分～
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