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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 59 名・免除者欠席 9 名・欠席 11 名・ビジター 0 名 ・出席率

74.68 ％

《11月21日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 45 名・免除者欠席 12 名・欠席 22 名・メークアップ 22 名・修正出席率 100.00 ％
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『フレッシュワーク佐世保について』
長崎県総合就業支援センター
フレッシュワーク佐世保
企業相談員
林田 有基 様
キャリアコーディネーター 長尾麻衣子 様
受付・事務
西村 笑子 様
この度は佐世保ロータリークラブ様の例会の
貴重なお時間をいただきまして誠にありがとう
ございます。フレッシュワーク佐世保は長崎県
が設置している就職支援施設です。主に個別就
職支援と人材確保・離職対策等の企業支援策を
展開しております。
まず、個別の就職支援は若年者求職者を対象
とし、個別カウンセリングを主に行っておりま
す。就職活動をする上での不安な気持ちや悩み
をお聞きしたり、就職活動の進め方の相談をお
受けしております。応募に必要な履歴書・職務
経歴書を作成する上での志望動機や自己PRを採
用者様に伝えられるように、より良い内容とし
ていただくため、アドバイスを行ったり面接の
練習を行い、入退室のマナーや質問に対しての
受け答えなど、本番を想定した内容で採用に向
けてお手伝いをさせていただいております。そ
の他、自分の内面性や傾向性などの適性を踏ま
えた適職診断も行っております。自分に向いて
いる職種や希望する職種への具体的な行動等を
データ化する事で自己理解、行動目標を知る事
ができる為、求職者の方から好評をいただいて
おります。会員の皆様のご家族の方が就職活動
をされる場合や会員様の企業の社員様が退職さ
れる際の再就職の支援の施設としてご案内、ご
利用いただければと思います。経験を積んだス
タッフが対応いたしますのでご安心ください。

ここまでは個人向けの就職支援サービス及び
施設に関する内容でしたが、長崎県が同時に掲
げております人材確保・離職対策等の企業支援
について紹介させていただきます。
長崎県では就職支援サイト『Nなび』を2年前
より立ち上げ、県内の企業様と求職者を結ぶマ
ッチング機能を備えております。長崎県内で
まだ知られていない魅力的な企業をもっと皆様
に知って頂きたい！そういう思いで作られまし
た。企業情報はもちろん、動画、写真、採用担
当者、先輩社員からの声も掲載できますので求
職者が企業をより深く知ることができます。
サイト内では求職者の登録もできますので、
採用側が求職者と直接連絡しスカウトメールを
送信する事もできます。求職者、企業様の双方
がアクションを起こすことができますのでスピ
ーディーな就職活動及び採用への架け橋のサイ
トとなっております。
また、県内大学との連携も行い大学の就職科
への企業情報の提供、企業説明会を実施し架け
橋役としてキャリアコーディネーターが連携を
取っております。大学生へ『Nなび』の登録会
を大学1年生の時点から実施したり、県内の企業
様を数社お招きし、求める人材像など採用担当
者から生の声を聞く交流会も実施しております。
フレッシュワークでは若者の県内企業への就
職を推進し、定着活動と支援を日々頑張って
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おります。長崎県を代表されるロータリークラ
ブの会員様にぜひ長崎県内就職応援団としてご
協力をいただきたいと思っております。今後と
もフレッシュワークの事業にご支援くださいま
す様よろしくお願い申しあげます。

例会記録
○国歌「君が代」
○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
長崎県総合就業支援センター
フレッシュワーク佐世保
企業相談員 林田 有基 様
キャリアコーディネーター 長尾麻衣子 様
受付・事務 西村 笑子 様

会

長

挨

拶

会長 古賀
巖
いよいよ12月、師走に入りま
した。何かとせわしい季節に入
りましたが、我が佐世保RCは次
年度に向けて正式に準備が始ま
ります。
本日は総会です。ノミニーや
次年度理事・役員が決まります。私の年度の理
事・役員も、ちょうど1年前に決めて頂いたわけ
ですが、振り返りますとついこの間のような感
じがしております。しかも昨年の総会からは、
怒濤の1年間でした。例年と違って地区大会があ
りましたので、皆様も同じような怒濤の1年間で
あったと、感じておられるかもしれません。し
かし、まだまだ7ヵ月近くありますので、これか
らも、皆様のご協力をお願い致します。また、
今回の総会は第3号議案として、皆様に創立70
周年に向けて特別会費のお願いをいたします。
どうかご理解いただきますようにお願いいたし
ます。
さて、本日は長崎県の機関である、フレッシ
ュワーク佐世保の皆様の卓話です。昨今の求人
状況は、働き手不足で人を集めるのに大変苦労
していらっしゃる事と思います。特に、飲食業
界は、人手不足で閉店せざるを得ないところも
あると伺っています。私の業界では、職人不
足、若手の職人候補者不足で苦しんでおりま
す。ハローワークとはまた違った視点で、お話
を伺えるかもしれないと思っておりますので、
卓話を楽しみにしております。本日も、最後まで
よろしくお願い致します。
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〔理事会報告〕
１．第5回理事会議事録確認について 【承認】
２．石田謙二会員より転勤により定款第12条第
８節規定により
12月10日付けをもって退会について【承認】
３．クラブ協議会について 【2回実施を承認】
日程／2019年1月9日㈬、16日㈬
４．新会員研修会並び歓迎懇親会の決算について
【承認】
５．忘年家族会の準備及び出席状況について
【現状確認】
６．長寿祈願祭並びに祝賀会について
【日程・会費承認】
日時・会場／2019年1月23日㈬
11:00～祈願祭 八幡宮
12:30～通常例会
18:30～祝賀会 佐世保玉屋
７．台南RC創立65周年 記念式典訪問について
【現在10名ほど、さらに増員できるよう努力】
８．年末年始事務局休みについて
【承認】
日程／2018年12月28日㈮～2019年1月3日㈭
９．1月例会プログラムについて
【承認】
10．第７回理事会日程について
日時／2019年1月9日㈬ 11:00～
会場／佐世保玉屋

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．RI日本事務局
「財団NEWS 12月号」が届いております。
２．RI会長代理
細谷 伸夫さん
（2011-2012年度ガバナー 山形西RC）
地区大会のお礼状が届いております。
３．RI第2740地区ガバナー
福田 金治さん
インターアクト委員会
委員長 德川 清隆さん
2018-19年度 インターアクト後期指導者研修
会のご案内
日時／2019年1月26日㈯
受付 12:30 開会 13:00〜15:30
会場／長崎国際大学 1号館 大講義室
対象者／
ガ バナー、地区幹事、地区副幹事、地区
ローターアクト委員長及び委員、提唱ロ
ータリークラブインターアクト委員長、
青少年委員長及び委員
インターアクトクラブ顧問・インターアクター
クラブ青少年委員長及び委員
ロ ーターアクト地区代表・幹事・ロータ
ーアクター、地区インターアクト委員

４．RI第2740地区 ガバナーエレクト
千葉 憲哉さん
次期地区幹事
大石 竜基さん
2019-20年度 地区主要行事日程のご案内
①地区チーム研修セミナー
日時／2019年2月17日㈰
会場／L＆Lホテルセンリュウ
対象者／次期ガバナー補佐、次期地区委員長
②会長エレクト研修セミナー（PETS）及び次
期幹事セミナー
日時／2019年3月17日㈰
会場／L&Lホテルセンリュウ
対象者／次期ガバナー補佐、次期クラブ会長、
次期クラブ幹事
③地区研修・協議会
日時／2019年5月19日㈰
会場／諫早文化会館
対象者／次期ガバナー補佐、次期クラブ会長、
次期クラブ幹事、次期CLP委員長
④地区大会
ホストクラブ／諫早北ロータリークラブ
RI会長代理晩餐会
日程／2019年11月8日㈮
本会議
日程／2019年11月9日㈯
会場／諫早文化会館
懇親ゴルフ大会
日程／2019年11月10日(日)
５．RI第2740地区ガバナーエレクト
千葉 憲哉さん
ア ンケート用紙送付についてのお願いが届い
ております。
１．入力の手引き
２．アンケート集計・分析

委員会報告
■資金推進・財団・米山委員会
委員長
大神邦明さんより、㈶ロータ
リー米山記念奨学会へ特別寄付
をいただきました。

西田

勝彦

協力まだまだ受け付けております。委員会の方
より、協賛のお願いに参るかもしれませんが、
その際は素敵な協賛品のご提供をよろしくお願
いします。なお、本日時点で20名の会員の皆様
から出欠のご返事をいただいておりませんの
で、お早めにご提出のほどお願いいたします。

退 会 挨 拶
石田 謙二さん
歴史と伝統ある佐世保RCで活
動させていただき、大変名誉な
ことでした。貴重な体験もする
ことができました。何よりもみ
なさまとの出会いが一番の収穫
です。これからの人生の財産と
いたします。ありがとうございました。

ニコニコボックス
親睦活動委員会 北野 慎司
松尾 慶一さん
12月3日㈪、国際文化会館にて「2018グッド
デザインロングライフ特別賞」を受賞して参り
ました。60年来で43回目の受賞でしたのでニコ
ニコします。
木村 公康さん
本日の年次総会におきまして、2019-2020年
度の役員・理事及び監事のご承認ありがとうご
ざいました。会員の皆様のご協力を宜しくお願
いいたします。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、德川 晃尚さん
坂元
崇さん、安福 竜介さん
吉田 英樹さん、谷川 辰巳さん
長崎県総合就業支援センター フレッシュワー
ク佐世保（企業相談員）林田有基様、（キャリア
コーディネーター）長尾麻衣子様、（受付・事
務）西村笑子様、お三方の卓話に期待してニコ
ニコします。
◇

ニコニコボックス

本日合計
累

■親睦活動委員会
12月15日㈯18時30分〜忘年家
族会が開催されます。今年は余
興として「富くじ」を行います。
豪華景品を多数ご用意する“予
定”にしておりますが、さらに
内容を良くするべく、協賛のご

福田

計

10,000 円
534,000 円

金吾

年 次 総 会
■指名委員会代表
池田
豊さん
指名委員会を代表しましてご報告いたします。
10月31日㈬ 例会終了後、玉屋7階文化ホールにて、
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指名委員20名中14名出席で開催しました。会長
ノミニーに加納洋二郎さんを全会一致にて指名
いたしました。加納洋二郎さんにはご快諾いた
だきましたのでご報告いたします。
■2020-2021年度 会長ノミニー 加納洋二郎さん
伝統・歴史のある佐世保RCの70年を迎える年
に会長をご指名いただきました。身の引き締ま
る思いであります。緊張を感じております。
諸先輩・会員の皆様のご協力を得ながらやり
遂げたいと思います。どうかご協力を宜しくお
願いいたします。

期に会員1人あたり各10,000円 年間20,000円、
2020-2021年度上期及び下期に会員1人あたり各
10,000円 年間20,000円（2年半の間に1人あた
り合計50,000円）を特別会費として会員の皆様
にご負担をお願いしたい。
理由は、過去10年ごとの創立記念事業の為
に、特別会費をお願いしていましたが、創立60
周年の際には特別会費を徴収しておらず、基金
が減少している為。

■2019-2020年度 会長
木村 公康さん
2019-2020年度 佐世保RC理事・役員及び監事
候補者を発表いたします。
2019-2020年度 佐世保ロータリークラブ
役員・理事及び監事

＊12月 例会卓話者予定＊
12月12日

【理事会】
会
長
直前会長
次期会長
副会長
幹
事
会
計
会場監督

木村 公康
古賀
巖
加納洋二郎
松尾 文隆
有薗 良太
井手 孝邦
大久保利博

理
事
円田
理事（クラブ管理運営委員会委員長） 遠田
理事（奉仕プロジェクト委員会委員長）芹野
理事（青少年奉仕委員会委員長）
大神
理事（会員増強委員会委員長）
納所
理事（公共イメージ委員会委員長） 松尾
理事（ロータリー財団委員会委員長） 円田
理事（親睦活動委員会委員長）
坂元
理事（副幹事）
安福

12月19日

昭
公夫
隆英
吉史
佳民
貴
浩司
崇
竜介

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月18日㈫ 16:10〜
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

長島
正
田中丸善弥
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委 員 長
副委員長

佐賀国際重粒子線がん治療財団
理事長 中川原 章 様

日時／2019年1月19日㈯ 18:30〜
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス

■2018-2019年度 会長
古賀
巖
佐世保RC70周年に向けての特別会費の総会議題
［第3号議案］
佐世保ロータリークラブ創立70周年記念事業
に充当するために、2018-2019年度下期に会員1
人あたり10,000円、2019-2020年度上期及び下

クラブ会報委員会

正和 様

＊地区大会 慰労会の開催について＊

【監事】
監事
監事

西海市・音浴博物館
館長代行 髙島

大神
黒江

日程／12月21日㈮ 18:30〜20:30
クリスマス例会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
登録料／2,000円
内容／ビンゴ大会＋α
プレゼントを1つお持ちください。
＊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。
＊R AC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。

（今週の担当：黒江
（カメラ担当：大神
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

章雄）
吉史）

