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皆さん、こんにちは。最近、

急に寒くなりましたが、皆様

変わらず元気にお過ごしの

ことと存じます。１２月１１

日の日曜日に本年度第３回

中央会が１８名のメンバー

に参加して頂きハウステン

ボスカントリークラブで行

われました。曇り、雨の予報

でしたが中央会スタッフの日頃の行いが良かったのか

天候にも恵まれケガもなく無事終了することが出来ま

した。ゴルフを頑なにしない田中啓輔中央会幹事も朝

早くから受付をしていただき、南部中央会会長の不在

の中、粛々とその責務を果たしておられました。 

懇親会もゴルフはされませんでしたが、崎山会員も

ご参加いただき、大御所メンバーの予期せぬ最下位の

結果発表に話は盛り上がり、順位が発表されるたび一

喜一憂の歓声が上がり、和気あいあいとした楽しい時

間を過ごすことが出来ました。中央会スタッフ並びに

参加して頂きましたメンバーの皆様、お疲れ様でした。

そしてありがとうございました。 

今朝の新聞で日銀長崎支店が県内の３か月ごとに全

ての産業の景況感を示す業況判断指数が３期連続の改

善が見られたとの記事が有りました。言わずと知れた

コロナ禍の和（やわらぎ）で景気の回復が見られたこと

に由ります。何となくそれは飲食店での人の多さや走

っている車の数の多さとかでも肌で感じておられる方

もいらっしゃるのではないでしょうか。一方、次の来年

３月の業況判断指数は物価の上昇によるコスト高を懸

念しての悪化のマイナスポイントになる予測を出され

ていました。物価高に関しては、聖域はないようです。

また、昨日のコロナ感染者数が全国で１９万３７９名、

長崎県内で１７７１名と記載されていました。こちら

も物価高騰と相まって経済景気回復のブレーキと成る

のでしょうか。 

それはそれとして、佐世保中央ＲＣはクラブとして

やらなければならないことが有ります。ＩＭです。昨日、

佐世保クラブさんへＩＭキャラバンが行われました。

佐世保市内ではグループは違いますが影響力を待った

クラブです。キャラバン隊の皆様、プレッシャーの中、

大変お疲れ様でした。牛島ＩＭ実行委員会顧問もクラ

ブ間を超えて活動をしていただいていると聞いていま

す。あと１２月２０日のハウステンボス佐世保さんを

残すのみと成りました。最後までよろしくお願いしま

す。 

昨日、澤田麿委員長によります式典例会・出席委員会

が有りました。来年１月の新年例会についての委員会

会議です。井上亮クラブ管理運営委員長もご出席いた

だき、年長会員としての鋭いご意見の元、例年にない趣

向を凝らした楽しい新年会を計画しています。本日ご

案内が行くかと思いますので、どうかよろしくお願い

します。 

本日は新入会員川野知文君の卓話と成っております。

卓話、楽しみにしております。皆様も最後までよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
 ■ガバナーエレクト事務所 

  ・年末年始休業のお知らせ  
１２月２８日(水) ～ １月４日(水)   

 

 

 

 

 

 

佐世保南ＲＣ 橋本 昭様 

 

 

 

本日の出席率８６.９５％：会員数５２名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員７名・ビジター１名 

前々回の修正出席率８７.７５％：出席３３名・メークアップ０名・出席規定免除会員１０名 
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  １２月 ７日 岩政 孝 ・敏子 ご夫妻 

   １２月２５日 井手 陽一・美都子ご夫妻 

 

 

 

 

昭和２２年１２月 ９日 山瀧 正久君 

昭和２８年１２月１４日 大久保 厚司君 

昭和３６年１２月２３日 宮﨑 宗長君 

昭和４０年１２月２６日 岡  光正君 

昭和４３年１２月２４日 芥川 圭一郎君 

昭和４５年１２月３０日 宮崎 正典君 

昭和４７年１２月 ２日 稲次 賢一君 

昭和５１年１２月１０日 川上 仁哉君 

昭和５０年１２月２３日 川野 知文君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保南ＲＣ 橋本 昭様 
本日もメークアップに伺いました。これから年末年

始とコロナも増えつつあります。皆様ご自愛くださ

い。 

前田 眞澄会長 ・ 川島 千鶴副会長 ・ 香月 章彦幹事 
本日は佐世保南ＲＣ橋本 昭様にご来訪頂いており

ます。お忙しい中でのご来訪誠にありがとうござい

ます。本日の例会は、新入会員による卓話となってお

ります。残念ながら、深堀君は欠席ということですが、

川野君に時間をフルに使って頂いてお話しいただき

ます。ひととなりを知る良い機会になりますのでご

清聴をよろしくお願いいたします。 

山瀧 正久君 
今月７５歳になりました。気持ちは青年で頑張りま

すのでよろしくお願いいたします。 

橋口 佳周君 
先日の中央会のコンペでドラコン賞を頂きました。

茶マークから打ちましたので約３０～４０ヤード前

からでした。もう取れる事もないでしょうからニコ

ニコします。 

 

南部 建君 
今週から入院するため、しばらくお休みをいただき

ます。先週の例会後に前田会長並びに多くの方々に

私の入院激励会を開催していただきありがとうござ

いました。また、中央会も欠席する事になり、大変

申し訳ございませんでした。正月明けには退院する

予定です。また、みなさんとゴルフが出来る事を楽

しみにしております。 

馬場 貴博君 
連日のキャラバンにご協力いただき、ありがとうご

ざいます。キャラバンも残す所ハウステンボスのみ

となりました。２月２３日迄、皆様宜しくお願い致

します。 

井手 陽一君 
先日の中央会では指山さんの眼鏡事件により人生初

の最下位という珍事が起こりました。人生何が起こ

るかわかりません。眼鏡を複数お持ちの方は取違に

お気を付けください。今回中央会２回目の優勝で喜

んでニコニコさせていただきます。パートナー３名

（田雑さん、池永さん、宮﨑さん）の方々と楽しく

プレー出来ありがとうございました。今回の結果か

らもＮＥＴ７５～８９の間に２１名が入っている素

晴らしい正確なハンディーキャップになっていま

す。（指山さんは入っていません）次回からもおも

しろい中央会となりそうです。 

岡 光正君 
１２月２６日で５７歳になります。６０歳まで後３

年！ロータリー活動を楽しみたいと思います。 

芥川 圭一郎君 
誕生祝いありがとうございます。今年も元気に過ご

せました。 

宮﨑 正典君 
誕生祝いありがとうございます！！先日アドヴァン

スウォーターのライセンスを取得し来年はパスポー

トを使った遠征に行きますので皆さんパスポートの

準備をお願い致します。 

山口 裕之君 
昨年２人目の孫が産まれました。３５５０グラムの

男子でした。会える日が楽しみです。 

稲次 賢一君 
母の抗がん剤治療もステージが下がり回復に向かっ

ている様です。母は会社の大蔵大臣でありますので

元気に戻って来る事は私が経費を使えなくなる事と

同意となります。健全経営に向け頑張りますので、

ニコニコします。あと、誕生祝いありがとうござい

ます。 

川上 仁哉君 
誕生祝いありがとうございます。自分にご褒美とい

う事で別に宮崎でフルマラソンにリベンジをしてき

ました。色々と伝えたい事もありますが、結果は３

時間５２分でなんとかサブフォーの壁を壊すことが

出来ました。今年は良い年末を迎える事が出来そう

です。来年のランニングの課題も見えましたので、

２０２３年は１月８日の伊万里ハーフから頑張りた

いと思います。 
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藤井 寿人君 
先日フルマラソンに参加しましたが、やはり練習し

ていないので１７㎞でタイムアウト！３月のマラソ

ン大会に向けて頑張ります。また、本日法人会青年

部の活動で片桐さん、川上さん、田端さん、藤井の

他８名で九文中学校の生徒に国際大学の生徒が租税

教室を行う事業をしてきました。本日ＮＢＣ１６時

１５分からのピントにて放送があるのでぜひ見てく

ださい。 

馬渡 圭一君 
先週の土曜日に長男がコロナに罹患しまして、結果

私以外は全滅でした。私は避難のために直ぐにホテ

ルを取り、現在まで、近隣のホテルを転々として生

活をし、行政のルールに従って仕事にも復活してお

ります。自分だけホテルに避難して家族を見捨てた

薄情なやつと思われるかもしれませんが、食材の購

入などいい使い走りとして活躍しておりそれなりに

貢献しております。そういえば、今日は嫁の４０歳

の誕生日だったような・・・。運よく？一緒には祝

えないなぁ。ケーキくらい差し入れんと怒るだろう

なぁともやもやしながらニコニコします。 

田端 真人君 
先日行われました中央会にてドラコンを２回いただ

きました。成績は１４位でしたがこれを励みに優勝

を目指して精進していきます。 

川野 知文君 
誕生日のお祝いありがとうございます。本日の新入

会員卓話グダグダにならない様に頑張りたいと思い

ます。 

 

 

本日の合計            38,000 円 

本年度の累計          528,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新入会員卓話◆ 
 

(有)川野商店  

専務 川野 知文君 

 

初めまして、今年２０２２年１
０月に入会しました。 川野知
文です、どうぞよろしくお願い
致します。 

 まずは私の自己紹介をさせて頂きます。昭和５０
年１２月２３日生まれ２０２２年の誕生日を迎えま
して４７歳になります。上皇陛下と同じ誕生です。
そして今上天皇の誕生日２月２３日が長女・希美
（１７歳）の誕生日です。親子で天皇陛下と同じ誕
生日ですので、佐世保の皇族一家と覚えて頂けると
嬉しいです。 

妻・香織 １月４日生まれ（年齢は私より年上で
す） 

長男・道信（ゆきちか） １月３日生まれ（１４
歳）妻と１日違いです。 

 次に勤め先の紹介をさせて頂きます。 

有限会社 川野商店 専務を務めております。川野
商店はもやし製造販売・カット野菜販売・青果物卸
売業主に量販店向けの卸業を営んでおります。 

農業生産法人 株式会社 彩輝 代表取締役も務め
ております。彩輝は現在青果物を農家さんから直接
仕入れや市場仕入れを行い、病院・学校・飲食店等
への販売を行っています。当初計画の生産に関して
は遅れておりますが、今後充実を図って行きたいで
す。 

 私の座右の銘は『守破離』です。事業だけで無
く、人格形成、趣味、人間関係全てにおいて最終的
に『離』の領域に達する事が出来るように日々精進
したいと考え実践しております。 

 現在の一番好きなアクティビティは釣りです、釣
りのジャンルでは底物以外はなんでもやりますが特
に好きな釣りは、ジギングとトップでの平政釣りで
す。それ以外でも最近ではティップランや SLJ等
もやっていますので、ちょっとでも気になる方は一
緒に釣りに行って楽しめればと思いますので、宜し
くお願い致します。 

 最後に自分自身まだまだ未熟ですので、尊敬する
先輩方の背中をしっかり見て学び自分の物に出来れ
ばと考えておりますので、今後ご指導ご鞭撻の程宜
しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：鶴田 明敏君 

次回例会１２月２２日１２：３０～ 


