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皆さん、こんにちは。今回

から通常例会に戻させてい

ただきました。７月１４日の

橋口ガバナー補佐訪問例会

から８週間ぶりの通常例会

と成ります。感染防止対策の

一環としてスクール形式の

レイアウトに戻しておりま

すことをご理解頂ければと

思います。長崎県におけるここ最近の話題の一つとし

て９月２３日に開業します西九州新幹線の話題でしょ

うか。そこにもロータリークラブが関係していまして

諫早西 RCさんが開業に合わせて諫早高校グランドで小

学生を対象にバルーンの無料搭乗体験イベントを開催

します。推測ですがこれも「ロータリー奉仕デー」を視

野に入れた事業ではないかと思います。佐世保中央 RC

も９月１１日（日）に今年は相浦グランドで佐世保商工

会議所青年部主催によります３年ぶりに通常開催され

ました「させぼシーサイドフェスティバル」にて「ロー

タリー奉仕デー」として清掃活動を行いました。休日の

まだ残暑厳しい中に橋口パスト会長はじめ２０数名の

メンバーに参加を頂き１時間程ですがごみ袋約 1～1.5

㎥位でしょうか、ごみの収集が出来ました。社会奉仕吉

野委員長はじめ平岩、片桐委員会メンバー、ＹＥＧ Ｏ

Ｂ及び現役の当クラブメンバー、他、大変お疲れ様でし

た。また、今月１９日には「九十九島クリーンアップ大

作戦」の名称で清掃その他のイベントが開催されます

が、そこでもロータリークラブが「ロータリー奉仕デー」

として参加するようです。 

この「ロータリー奉仕デー」に関して少しお話をさせ

て頂きますと、２０２１－２０２２年度国際ロータリ

ー会長シェカール・メータ氏が実践かつ行動志向のロ

ータリー奉仕デーのイベントを計画・開催してほしい

との声明から始まりました。ですから当クラブでは本

田年度からの事業と成ります。その年は第２７４０地

区の塚崎ガバナーより全国ガバナー会議に於いて地区

内全クラブでの一斉清掃活動を計画しているとの発言

が他地区ガバナーの賛同を得、全地区で行おうと成っ

たそうです。一斉に活動することによりロータリーク

ラブの存在感と公共イメージアップに繋がるのではな

いかとの思いも有る様です。只、この「ロータリー奉仕

デー」はイベントとして承認されるには以下のいくつ

かのハードルが有ります。「〇二つ以上のロータリーク

ラブ、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブに

よって計画されたものである〇ロータリー重点分野

（一つまたは複数）に一致している〇イベントの関心

を高めるため、少なくとも一つのメディア（フェイスブ

ック、ツイッター、地元紙など）で周知を行う〇参加者

の少なくとも２５％は現ロータリー会員ではない」ま

た、それ以外にも８つの追加ガイドラインが設定され

ており、その内３つを満たさなければならないとされ

ています。可成り計画性を持って取り組まなければク

リアーが難しいそうに感じます。現段階ではそれをク

リアーすることを重きを置いて行えなくなるより、未

完成でも先ず実行して、徐々に完成に向けて進めてい

っても良いのでは無いかと思います。 

今朝のニュースでＷＨＯ（国際保健機関）のテドロス

事務局長が新型コロナウイルスのパンデミックについ

て「まだ到達していないが終焉に入ってる」と言われた

とのことを聞きました。これを受けて日本でも緩和あ

るいわ部分的には規制撤廃等拍車がかかるかもしれま

せんが、本当に終焉に成ることを只々祈るだけです。本

日の卓話は新入会員の松尾啓一君と牟田久美子君の卓

話と成っています。楽しみにしています。よろしくお願

いします。以上会長挨拶でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の出席率８８.３７％：会員数５０名・出席３２名・欠席１２名・出席規定免除会員６名・ビジター０名 

前々回の修正出席率８１.３９％：出席２９名・メークアップ０名・出席規定免除会員６名 
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１．来信 
 ■ロータリー米山記念奨学会 

  ・ハイライトよねやま 270 号のお知らせ  

   

 

 

 

 

 

     9 月 13 日 芥川圭一郎・香織  ご夫妻 

9 月 15 日 本田  実・由美  ご夫妻 

9 月 15 日 片桐 康利・彩   ご夫妻 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 
前田 眞澄会長 ・ 川島 千鶴副会長 ・ 香月 章彦幹事 
本日は通常通りの例会に戻しましたが、幹事、副幹事

ともに欠席ということで、副会長に幹事の代役をお

願いしております。川島副会長の数年ぶりの幹事姿

ももう見納めかもしれません。そして、松尾君と牟田

君の新入会員卓話も楽しみにしております。本日も

最後までどうぞよろしくお願いいたします。 

崎元 英伸君 
７月に７０歳になりましたので免許更新時に高齢者

講習を受けました。 

本田 実君 
本日９月１５日は結婚記念日です。まだ花が届いて

おりませんが・・・ありがとうございます。 

馬場 貴博君 
昨日の指名委員会、パスト会長の皆様大変貴重なご

意見ありがとうございました。 

芥川 圭一郎君 
来週、９月２２日に夜店公園通りにて「夜直しパー

ティー」を開催します。「さいかい」さんも出店さ

れます。全１８店舗以上が出店されます。お楽しみ

に～ 

結婚記念日のお花ありがとうございました。 

吉野 英樹君 
先日、９月１１日のロータリー奉仕デー、多数の参

加ありがとうございました。シーフェス運営の方か

らも労いの言葉をいただいています。本日はトラク

ターの自動走行の研修のためお休みをさせていただ

きます。来週からはトラクターで参加できるように

しっかり勉強してきます。 

稲次 賢一君 

先週の日曜日、吉野さんには申し訳なかったのです

が、「石木ダム推進協議会」に参加してきました。

佐世保水問題、１０年２０年後の盛衰はこの課題を

クリアーする事にかかっています。皆様にも認識し

てもらいたくニコニコします。 

藤井 寿人君 
８月誕生日祝いと自宅へのお花ありがとうございま

した。 

片桐 康利君 
結婚祝いのお花ありがとうございました。今日はそ

の記念日なので、嫁とご飯でも行きますのでＩＭは

休みます。よろしくお願いいたします。 

馬渡 圭一君 
先日、シーサイドフェスティバルが開催されました。

佐世保中央ＲＣの皆様には、二日目にロータリーデ

ーの清掃活動として会場のゴミ拾いを行っていただ

きました。暑い中、ご協力いただきましてありがとう

ございました。なお、本日の牟田会員と松尾会員の卓

話楽しみにしております。 
松尾 啓一君 牟田 久美子君 
本日は、例会の貴重なお時間を頂いて新入会員卓話

をさせていただきます。恥ずかしがり屋の 2人です

が、くすっと笑えそうな場面は是非笑ってやってく

ださい。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

本日の合計   16,000 円 

本年度の累計  268,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川島 千鶴君 
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◆新入会員卓話◆ 
 

 
有限会社 エムケイ技研 
代表取締役 松尾 啓一君 

 
 

 

 

 

Kiva FLOWER 
代表 牟田 久美子君 

 

 

 

 

 

松尾、牟田が長年の知り合いということもあり、今

回はお互いを紹介する他己紹介という形式で 

新入会員卓話をさせて頂きます。 

 

松尾君より牟田君の紹介 

昭和４９年８月３０日 佐世保市生まれの４８歳。佐

世保北高等学校を卒業ののち、大阪の大学へ進学。 

大学卒業後、そのまま大阪にて就職し企画営業の仕

事に携わる。 大阪で３年間の社会人生活の後、地元

佐世保へ帰郷。それまでの営業経験を活かし、佐世保

の広告代理店へ入社。 

入社した会社の関係で佐世保青年会議所へ入会。そ

こで運命的⁈な出逢いがあり、数年活動した 

後に結婚の為退会し、会社も退社。相手方の家業で

ある花屋に従事。ひと通り仕事を覚え、 

佐世保商工会議所青年部（ＹＥＧ）へ入会。そこ

で、先に入会していた松尾と出会う。 

当初は、さほど親しくもなかったが、真っ黒に日焼

けしながら黙々とシーフェスの作業する牟田の姿を見

て、何か闇（病み）を感じる。その勘が的中したの

か、その後牟田は離婚。同時期、松尾も離婚するとい

う同じ境遇にあり、親近感を覚える（笑）。離婚の為

ＹＥＧも一度退会するも、その後現在の店舗開業にあ

たり、ＹＥＧに再入会。それ以降松尾とも親しくな

り、松尾が会長の年度には嫁からの専務ＮＧはあった

ものの（※嫁と牟田は大の仲良し）副会長として共に

活動。 

性格としては人付き合いがよい？断れないタイプ。

老後を考えて早く自分のように幸せになってほしいと

願っています。 

 

牟田 会社紹介 

佐世保市塩浜町にて花屋を営んでおります。開業し

て丸１２年になりました。小さな店舗ですが、 

花に関する仕事は何でもします。宜しくお願い致し

ます。 

牟田君より松尾君の紹介 

昭和５０年６月６日 佐世保市生まれの４７歳。佐世

保南高等学校を卒業ののち、東京の大学へ進学。 

大学卒業後、地元佐世保へ戻り家業であるエムケイ

技研に入社。 

 

２４歳の時に佐世保商工会議所青年部（ＹＥＧ）へ

入会。ＹＥＧ活動は卒業まで２０年超に及ぶ。 

会長を歴任するなど、長きに渡り率先して活動を支

え、私たち同世代の中ではまさに『Ｍr. ＹＥＧ』で

す。会社では、早くも２９歳の時に代表取締役に就

任。会社の繁栄に努めます。 

そして、同年１度目の結婚。一女をもうけ、現在高

校生の素敵なお嬢さんに成長しています…が、 

その間に牟田と同じでしかも同時期に離婚を経験。

しばらく病んだ生活を送っていた（笑） 

しかし、牟田と違うのは２度目の結婚をし、またま

た可愛い女の子に恵まれ日々幸せな生活を送っていま

す。 子供が成人するまでまだまだ先は長い。お父さ

ん頑張って働かないといけません‼ 

松尾は日々の生活において非常にマイナス思考です

（笑）よく言えば、リスクマネジメント意識が 

非常に高いです。仕事においてはもちろん優れてい

ると思いますが、たまにプライベートにおいても 

リスクマネジメントしすぎます（笑）要するに、周

りにとても気遣う人ということで、彼の最大のいい所

は『気遣いの人』です!! 

 

松尾 会社紹介 

佐世保市大塔町にて(有)エムケイ技研という鉄鋼業

を経営しています。中央ロータリーに入会し 

少しでも仕事にもつながればと思っております。宜し

くお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：鶴田 明敏君 

次回例会９月２２日１２：３０～ 


