2018～2019年度 テーマ 「インスピレーションになろう」
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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 53 名・免除者欠席 11 名・欠席 15 名・ビジター 0 名 ・出席率

67.08 ％

《7月18日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 55 名・免除者欠席 11 名・欠席 13 名・メークアップ 13 名・修正出席率 100.00 ％
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【本題】

話

本年は一般社団法人佐世保青年会議所に
とって創立65周年という節目を迎えます。

CHANGE

先輩方が活発な活動をしてきてくださった

～一般社団法人
佐世保青年会議所
第 65 代 理事長として～』

おかげで、九州、日本でも指折りの元気な
青年会議所として、当団体は他地域からも
認知されております。ありがとうございます。

一般社団法人 佐世保青年会議所
第 65 代理事長

内海梨恵子 様

（㈱ヒューマングループ 専務取締役）
【略

佐 世保生まれ、佐世保育ち。大学時代は
経営学部で経営について学びながら、ベ
ンチャー企業などでのインターンシップ
などを経験し、2003年大学卒業後すぐ
に、父が経営する（株）ヒューマングルー
プに入社。入社後は大学で学んだ、マー
ケティング、システム管理などを活かし
て、自動車学校、観光事業部、企画、人
事などを経験して、2017年より専務取締
役を務める。
2006年26歳で佐世保青年会議所に入会。
現在在籍13年目。
県 外への出向などもしながら。同世代の
仲間たちと様々な経験を積み、本年1月1
（任期1年）
。

ＴＩＶＥ

ＣＨＡＮＧＥ」というスローガ

ンのもと、失敗を恐れず、前を向き、自ら
輝くことで周囲を照らし、気力に溢れ、周
囲への優しさを併せ持つ人間性豊かなリー

歴】

日より佐世保青年会議所

本年、佐世保青年会議所では「ＰＯＳＩ

理事長に就任

ダーを育成しています。
ここで少しだけ私の活動の原動力につい
てお伝えさせていただきます。私がJCに入
会を決めた理由と、65代理事長をお受けす
ることを決意した理由は、実は同じで「人
間性豊かなリーダーになる」ためです。大
学卒業後2003年に（株）ヒューマングループ
に入社しました。期待に胸弾ませ、入社し
たものの、空回りの連続。どのようにした
ら、スタッフに、周囲に認めてもらうこと
ができる経営者になれるのか、と悩んでい
たときに「青年会議所」の存在を思い出し
ました。入会の際に、父に言われたことは、
「狭い世界に満足せずに同世代の素晴らしい
人たちとの出会いを通して、謙虚に自分を
磨きなさい。」ということでした。その言葉
を真に受けて、全国、世界中に友人を作る
ことができ、自分自身を何度も見つめなおし、
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悩みながらも、自分なりのフォロワーシッ

クラブ規定にのっとり皆様に

プ、リーダーシップの発揮の仕方を実践し

ご案内しました。

て、今があります。

佐世保クラブには32年8ヵ

本年は6月に、県内の青年会議所が集うブ

月在籍され、健康上の理由で

ロック大会が、佐世保の地で行われまし

退会されました。クラブを代

た。そして、二度の雨に見舞われたアメリ
カンフェスティバルも、8月に時期を変え開
催します。10月には65周年記念事業も行い
ます。佐世保青年会議所のメンバー一丸と
なって「来たい、住みたい、日本一ＳＡＳ
ＥＢＯ」の実現を目指して盛り上げてまい
りますので、皆様のご協力何卒よろしくお
願い致します。

表して、お通夜に参列いたしました。
週末から、台風12号が見たこともない動
きをして大変心配されましたが、目立った
被害が出ずに胸をなで下ろしたところで
す。高気圧にブロックされたのと、なんで
も、寒冷渦の影響で西側にふられた為だそ
うです。種子島付近で1回転し、再度発達し
ながら中国に向かう予想で、大変心配であ
ります。
8月は、会員増強月間です。今年は地区の
数値目標は定められていませんが、退会防
止に力を入れましょうとなっています。幸
い、我がクラブは早期に退会される方は、
会社都合の退会を除けば少ない方ではない
でしょうか。長年にわたる先輩方の努力の
おかげだと思います。入会時の手続き、例
会場やロータリー活動、会員同士の雰囲気
づくり、上下関係を大事にしながらも、お
互いを尊重し合い、過度な干渉はしない

例会記録

が、指摘するところはちゃんと指摘すると
ころ、などが我がクラブの独特な雰囲気か

○国歌「君が代」

もしれません 。 今年の担当は、会員増強委

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

員 長 は 池田真秀さん、副委員長が芹野隆英

○卓話者

さん、大委員長が坂本

一般社団法人 佐世保青年会議所
第65代 理事長

内海梨恵子 様

（㈱ヒューマングループ 専務取締役）
○ゲスト

長

挨

にも 遠田公夫さ ん 、 円 田 三 郎 さ ん 、 そ し
て 福 田 金 治 ガバナーで構成されています。
委員長は大変気合いが入っていて、クラブ
の目標は純 増 6 名 を 目 指 し て お ら れ ま す

一般社団法人 佐世保青年会議所

会

敏さん、メンバー

松尾

康輔 様

畑田

慎佑 様

の で 、 ぜひ会員の皆さまもたくさんの情報
提供をお願いします。
さて、本日の卓話は佐世保青年会議所理
事長の内海梨恵子さんです。佐世保JCにも

拶

沢山の人材がおられますので、その様な
巖

方々に我がクラブに入会をしていただきた

7月26日㈭に、元会員の佐保 榮さんがご

いところです。内海さんは、佐世保JC初の

逝去なさいました。元会員でありますが、

女性理事長として1月からご活躍中ですが、

会長
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古賀

皆さまご承知の方も多いと思いますが、お

ク ラブで以下を行っていただきますよう

父様がハウステンボス佐世保RCのパスト会

お願いいたします。

長、そして、4月にご結婚されたばかりで、

オ ンラインで管理する担当者、また候補

ご主人は我がクラブの森さんのご子息で

者への対応を行う担当者を決める。

す。また、お父様の弟さんは佐世保南高か
らの、私の一番の友人で、大変お世話にな

３．RI第2740地区
ガバナー

っております。今日は、佐世保JC活動の現

福田

金治さん

状や、若い経営者達が今何をお考えかをお

西 日本豪雨義援金について全国34地区ガ

話し頂けると思いますので、楽しみにして

バナー会より義援金受領する地区に該当

おります。

地区内確認で義援金辞退のお知らせ
４．RI第2740地区

〔理事会報告〕

ガバナー

福田

金治さん

地区大会実行委員長

橘髙

克和さん

１．役 員交代式並びに記念懇親会決算につ
いて

【承認】

２．9 月26日㈬ 観月例会の予算及び実施内
容について

【承認】

日時／9月26日㈬

対象／高校1･2年生

会場／富士国際ホテル
３．佐 世保市心身障がい児（者）育成協議会
４．9月例会プログラムについて

14名

作文題名／「自分のふるさと」･「世界」･

【承認】

「将来の夢」

【承認】

締め切り日／9月21日㈮

５．佐世保RC電話加入権の譲渡手続きにつ
いて

「世 界の中の日本、そして将来」
という視点で作文募集

18:30～ 

会員募集について

第2740地区 地区大会記念事業のご案内

提出先／第2740地区 地区大会事務局

【承認】

６．R I第2740地区 橘髙克和 地区大会実行

５．地区米山奨学委員長

大家

和義さん

委員長より姉妹RCご招待について

米 山記念奨学生の“出前卓話”ご利用の

・案内については承認

お願い

・予算については、次回理事会で審議

9月20日〜11月末日の実施予定
申し込み書締切日／8月24日㈮
６．佐世保市心身障がい児(者)育成協議会

幹 事 報 告
幹事
１．国際ロータリー日本事務局

会長
大久保利博
経理室

土井

庸正 様

平成30年度育成協議会会員募集のお願い
一口 100円

10口

2018年8月のロータリーレートは、
1ドル＝112円です。
（参考：7月＝110円）
２．国際ロータリー

会員増強担当部

委員会報告
インターアクト・青少年活動委員会

ディレクター ブライアン･キングさん
オ ンラインの入会候補者情報プログラム

木下

貴夫

例会では委員会報告はありませんでした

に関する情報のお知らせ

が、事前にご連絡いただいておりましたの

ホームページアドレス Rotary.org/ja/join

で掲載いたします。
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坂本

敏さん、赤木

征二さん

7月28日㈯、ガーデンテラス佐賀を会場

円田

昭さん、納所

佳民さん

に、年次大会が開催されました。テーマは、

古賀

久貴さん、坂元

崇さん

「つなぐ」で、ホストクラブ牛津I A C、

松尾

慶一さん、山縣

義道さん

コ・ホストクラブ佐賀聖和高等学校IACと

池田

真秀さん、石田

謙二さん

佐賀女子高等学校IACでした。

橘髙

克和さん、中村

徳裕さん

安福

竜介さん、芹野

隆英さん

インターアクト年次大会報告

西海学園高等学校IAC５名、引率の林田
先生、佐世保RCから木下が参加しました。

本日の、佐世保青年会議所理事長

基調講演は、ブラックモンブランで知られ

内海梨恵子さんの卓話に期待して。

る竹下製菓㈱代表取締役社長 竹下真由氏
が、「未来へつなぐ」をテーマに講演されま

納所

佳民さん

した。祖父と父から引き継いだ会社を斬新

大変ご無沙汰しております。7月から出張

なアイデアの商品開発で未来へつなぐ活動

続きで、今日の例会が今期初の出席です。

についての講演でした。

やっと古賀会長のお話が聞けます！

分科会は、「レクリエーション活動」「社

古賀会長、頑張ってください！

会奉仕に関する講演」「佐賀の伝統工芸品
である佐賀錦を使った小物制作」の３つに
分かれて行われました。西海学園の生徒た
ちは、他クラブとの交流により、大きな刺

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

激を受けていました。

21,000 円

計

159,000 円

この経験を、今後の例会運営に活かして
いきたいと思います。
＊8〜9月 例会卓話者予定＊
８月15日

指定休会日

８月22日

新入会員卓話

		谷川

（株式会社イーグル警備保障

辰巳さん

代表取締役社長）

８月29日

社会医療法人財団 白十字会
理事長 富永 雅也 様

９月５日

新入会員卓話

		北野

（いちよし証券㈱

参加した西海学園高等学校IACと林田先生

慎司さん

佐世保支店長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

ニコニコボックス
親睦活動委員会
古賀

福田

金吾

巖会長、大久保利博 幹事

廣瀬

章博 副幹事、円田

吉田

英樹さん、米倉洋一郎さん

クラブ会報委員会
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日時／8月21日㈫ （夏休みの為）休会

8月〜9月20日 （夏休みの為）休会

浩司さん

委 員 長
副委員長

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

（今週の担当：橋詰
（カメラ担当：黒江
大神
黒江

吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

文雄）
章雄）

