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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）

会　長：富永　雅弘　　　幹　事：坂元　　崇
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

では殆ど歌われていないとの事でした。
　佐世保ロータリークラブでは中島会長の頃
から、「歌の時間」として童謡等の「ロータリ
ーソング」以外の歌を歌う事が恒例となって
います。
　本年度からは、黒木会員にソングリーダー
となっていただきます。和やかな例会になり
ますよう、よろしくお願いいたします。

�○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
�　長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点
��「プロナ」
� 統括マネージャー　渋谷　　厚�様

	 幹事　坂元　　崇
１．第2580地区ガバナー事務所内
　　名誉会長	 田中　　毅（2680地区PDG）
　　前会長	 石井　良昌（2680地区PDG）
　　日本支部長	 新藤　信之（2750地区PDG）
　「第16回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
　日時／2017年10月14日㈯��9:30登録受付
　　　　10:00点鐘･開会式　16:00表彰式
　会場／�東京･市ヶ谷の日本棋院本院の1階対

局室
　主催／ロータリー囲碁同好会（GPFR）日本支部
　共催／�第2580地区、第2750地区
　ホストクラブ／東京ロータリークラブ
　登録料／7,000円（昼食代、賞品代等含む）
　�所属ロータリークラブを通じて、お申し込み
ください。HP：http://www.gopfr.org

	 会長　富永　雅弘
　ロータリークラブの例会では、
「ロータリーソング」を歌う事が
当然のように考えられますが、
RIのクラブ標準定款にも「ロー
タリーソング」を歌う事が定め
られていたり、推奨されている
という事はありません。
　ロータリークラブの例会で歌を歌う事の始ま
りは、1907年ポールハリスがシカゴロータリー
クラブの会長の時に、クラブの運営を巡って
対立が起こり、例会の出席が低調になり、会
の存続が危うくなったことがありました。
　この時に何とかクラブをまとめる為に、当
時印刷業だったハリーラグルスという会員が
例会で当時の流行歌を歌う事をはじめ、これ
が例会の雰囲気を和ませ、クラブの団結に結
びついて以来、例会で歌を歌う事が慣習にな
ったようです。その後、ロータリー独自の歌
が作られるようになり、「ロータリーソング」
として広まりました。
　日本では、当初英語のままの「ロータリー
ソング」を歌っていたのですが、日本語の
「ロータリーソング」を求める声が高まり、
1935年の年次大会で「奉仕の理想」と「我ら
の生業」が発表され、1951年には「手に手つ
ないで」、1953年には「それでこそロータリ
ー」が誕生しています。
　またクラブ独自の「クラブソング」を作る
所もあり、佐世保西ロータリークラブでは
「ロマンチックシティー�サセボ」という歌を
作ったそうです。残念ながら、この歌は最近
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し、あるいはメールボックスから資料を取られ
るところを確認して、お顔とお名前を確認し
つつ、出席をチェックしております。
　例会受付で先輩方の行く手を遮るようなこ
とがないように気を付けますので、入会から
間もない会員の努力に免じて、何卒、長い
目、温かい目で見守っていただきたいと思い
ます。

■会員増強委員会	 委員長　納所　佳民
　7月27日㈭� 18:30より「馨」
にて、古賀久貴さんが委員長を
されます、会員増強･職業分
類、大神邦明さんが委員長をさ
れます、ロータリー情報･文献
記録の両委員会の初顔合わせを
兼ねて、合同の委員会を開催致します。

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
○結婚記念月のお祝い
　萩原多恵士・泰子さん�ご夫妻（15日）
　溝口　尚則・圭子さん�ご夫妻（29日）

� 親睦活動委員会　安福　竜介
【7月19日 未発表分】
米倉洋一郎さん
　7月7日㈮、三川内CCにて人生初の70台
（76）を70歳にして達成された遠田公夫さん。
おめでとうございます。エイジシュート目指
してがんばってください。

遠田　公夫さん
　71歳「狂い咲き」してしまいました。と言
っても男女関係の話ではなく、ゴルフの話で
す。過日、青年会議所のコンペ、佐世保国際

２．第2740地区ガバナーエレクト
	 福田　金治さん
	 地区幹事　増本　一也さん
　�ガバナーエレクト事務所の電話番号訂正につ
いてお知らせ
　　TEL�0956-37-2470�⇒�0956-37-2740
　　FAX�0956-37-2471�⇒�0956-37-2741

３．第2740地区	2017-18年度ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ
　「�サミュエルF.�オオリ国際ロータリー会長
エレクトに関する重要なお知らせ」が掲載
されています。（訃報）

４．2016-2017年度ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　地区大会実行委員長	 里　　隆光さん
　①�地区大会記念誌登録者記載間違いのお詫
びと訂正について

　　［訂正ページ］73ページ
　　　誤）�小又　三正（会長）
　　　正）�酒井　美克（会長）
　②�2016-2017年度�地区大会事務局閉鎖のご案内
　　　�7月末閉鎖　地区大会収支報告は月信13

号に記載いたします。

５．大村ロータリークラブ
　「週報No.42、1〜2」が届いております。

■出席・例会委員会	 委員長　平尾　幸一
例会受付に関するお詫びと
お願い
　出席・例会委員会より、お詫
びとお願いがあります。
　現在、出席例会委員会は、私
を含めて13名で構成されてお
り、毎週10名くらいのメンバーが受付で皆さ
んをお迎えしております。親睦活動委員会の
担当者を含めると、毎週15名ほどが受付にい
る関係上、結構混雑して、先輩会員の皆さん
の通行に支障をきたしているというご意見を
いただきました。
　出席例会委員会につきましては、13名中10
名が入会1年未満、7名が入会半年未満という
状況です。彼らは、先輩方のお顔とお名前
を、一日も早く覚えようと必死です。先輩方
が、ネームプレートを取られるところを確認

委員会報告

慶　　　祝
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CCで、何と!!アウト41、インが35、トータル
76で、人生初の80切り、お陰様で、優勝、ニ
アピンのみならず、信じられないベスグロま
で頂きました。苦節40年、青天の霹

へきれき

靂で、佐
世保RCゴルフ界の風雲G（ジー）になりました
ので、ニコニコします。
　但し、論語の格言、「過ぎたるは猶及ばざる
が如し」は、ゴルフの警鐘でもあるようで
す。狂い咲きの結果、この間までのライバル
達がとんと握らなくなった上に、来週、左手･
腱鞘炎の手術をする羽目になりました。
　皆様、練習もほどほどに！

芹野　隆英さん
　坂本　敏君、石盛キャプテン杯優勝おめで
とうございます。ハンディ泥棒とも言われて
いるようですが、立派なスコアで優勝でした
ね。早くその実力をロータリーでも役立てて
いただけるようお願いしてニコニコします。
決勝で敗れた松尾文隆さん、残念でしたね、
お疲れ様でした。

赤木　征二さん
　7月14日に佐世保駅前に「Bar（バル）華麗に
かんぱい」を何とかオープンすることができ
ました。ロータリーの皆さまにもご愛顧いた
だけますように、ニコニコいたします。長崎
新聞社様、NCC様、KTN様には大変お世話に
なりました。

【7月26日分】
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、増本　一也さん
納所　佳民さん、石田　謙二さん
　長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点「プ
ロナ」マネージャー渋谷　厚様の卓話に期待
してニコニコします。

坂本　　敏さん
　7月16日㈰、石盛キャプテン杯にて、初優勝
することができました。一緒に回っていただ
いた松尾文隆さんのアシストがあったからと
感謝しております。ただ、キャプテンを務め
られている田中丸さんよりトロフィーをもら
えなかった事が残念です。当日の夜に長島さ
んより焼肉をごちそうになり、ありがとうご
ざいました。

萩原多恵士さん
　結婚記念のお祝いありがとうございます。

	 ソングリーダー　黒木　政純

「夏の思い出」合唱� 作詞：江間章子
� 作曲：中田喜直

1949年発表の日本の歌曲。NHKにて放送されるや否
や、瞬く間に多くの日本人の心をとらえた。曲中に
現れる尾瀬の人気は飛躍的に高まった。
尾瀬は、福島県・新潟県・群馬県の3県にまたがる地
域で、中心となる尾瀬ヶ原は、日本を代表する高地
の湿原。

『企業再生から』
	　長崎県プロフェッショナル
　人材戦略拠点「プロナ」
　統括マネージャー

　　渋谷　　厚	様

　佐世保ロータリークラブの皆様、こんにち
は。私は渋谷　厚と申します。私は東京で生
まれ東京で長く仕事をしてきましたが、6年前
に佐世保市にやってまいりました。
　現在は内閣府事業�まち・ひと・しごと地方創
生事業の一環、『プロフェッショナル人材戦略
事業』の長崎県における統括マネージャーと
してその職にあたっています。
　私はもともと工業系の人間で、玩具や家電
などを開発してきましたが、最近は企業再生
をお受けすることが多く、その７件目の案件
がハウステンボスでした。澤田社長の要請を
受け、４年間ほどその再生事業をお手伝いし
てまいりました。（執行役員商品本部長）

【ハウステンボス再生について】
　佐世保市、また長崎県民の皆さんの応援を
いただき、ハウステンボスはご存知の通り、
澤田社長の強いリーダーシップのもと、見事

ニコニコボックス� 本日合計� 　9,000 円

� 累　　計� 189,000 円
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に元気になりました。その再生のポイントは
新たな新規需要の掘り起こしを矢継ぎ早に取
り入れたことが大きな要因です。薔薇、ワン
ピース、歌劇団、プール、花火、といずれも
短期間で一年中楽しめるパークが、多くのお
客様をお呼びする起爆剤になりました。

【企業再生について】
　企業は一定の年月を経てさまざまな形で成
長していきますが、残念ながら苦境に陥る企
業も少なくなく、時代変化の対応に遅れた企
業は「企業再生作業」が必要になってしまう
ことになります。ただ、その時、苦境に陥っ
ているにも拘わらず、それまでのプライドや
しがらみを捨てられない経営者・企業では再
生は絶対に成功しません。これまでの流れを
断ち切り、謙虚な心持ちで新たな経営体制を
とることが伝統を活かし、発展させることに
つながります。

【強い企業のつくり方】
　まずは経営者自らがしっかりとした経営理
念を再確認し、３年から５年の中期行動計画
を策定し、その計画をスピードを速め前倒し
で進める必要があります。
　また、社員がいきいきとやりがいと希望を
持つ職場風土を作っているかどうか、も重要
なポイントです。企業は人間力です。社員が
ワクワクと働ける企業ほど強い経営ができて
います。

【時代変化に勝ち抜く経営】
　IT革命やWEBの目覚ましい発達などで経営
環境は目覚ましく変化しています。その変化
の中で企業は常に『変化を先取りした経営戦
略』を取る必要があります。その変化対応に
対処できれば勝ち残り、できなければ苦境に
陥ります。経営者は常に先頭に立って活気あ
る企業づくりに励み、すべての社員の活気を
引き出し、企業を成長させるべき使命を強く
自覚しなければなりません。そのためには常
に勉強を怠らず、謙虚な姿勢のマネージメン
トを遂行しなければなりません。長崎県には
昔から日本を開いた歴史と伝統があります。

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：中川　知之）
（カメラ担当：西田　勝彦）

＊8月  例会卓話者予定＊

８月９日� 会員卓話　木下　貴夫さん
� （西部ガス㈱　佐世保支店長）

８月16日� 指定休会日

８月23日� 佐世保市副市長� 山口　智久�様

８月30日� English�Academy�Cultivate代表
� � 中尾　李沙�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／8月15日㈫　17:00〜（夏休みにつき）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／8月10日㈭　ボウリング例会〔予定〕
会場／早岐シルバーボウル

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

これからもその開拓精神にあふれた企業経営
が、多くの企業で育まれますことを心からご
期待申し上げます。

【付録；プロフェッショナル人材戦略事業につ
いて】
　首都圏に固まりすぎた多くのプロフェッシ
ョナル人材を地方にお招きして地方の企業の
成長を実現して地方創生を推進する。それが
『プロフェッショナル人材戦略事業』です。
　年間に130％、150％、それ以上の企業成長
を狙う経営。世代交代を図り、新しい経営体
制に入る経営。新事業参入を計画し、一気に
軌道に乗せたい経営。このような状態にある
ときにはこの事業による「攻めの成長戦略」
をご検討してみてください。
　長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点「プロナ」
　URL：http://prona.nagasaki.jp/　


