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行どちらのイメージにも引っ張られない、新し

い銀行の誕生を示すことが出来ると思っており、

早く皆様に愛され、親しまれる色として根付い

ていくように努力してまいります。

　今回の経営統合・合併にあたり、お客様から

は「貸出金利が上がるのではないか」、「様々な

サービスが低下するのではないか」などのご不

安があり、そういう不安に対して6つの項目で「こ

うします」といったコミットメントを発表しま

した。その実施状況については、外部の方に定

期的にモニタリングしてもらい、その内容を対

外的に公表していく方針です。

　十八親和銀行が目指すのは、「グループ総合力

を発揮し、長崎県経済の発展に貢献する顧客満

足度No.1」銀行です。

　合併の効果、つまりシナジーとしては2つがあ

り、システムや重複店舗の統合によって得られ

る人財等の経営資源の捻出といった「統合シナ

ジー」と、合併によって得られる、両行が長年

に亘り培ってきた顧客基盤と充実したチャネル

である「合併シナジー」です。

　システムコスト・店舗コストの削減や、本部

のスリム化による生産性の向上、あるいは捻出

人員の新たな収益分野への活用や、FFGグルー

プを上げて高度な金融サービスをお客様に提供

することでシナジー効果を最大化させ、最終利

益での効果額を2024年度には年間＋100億円に

まで拡大させる計画で、「長崎へ全力」を合言葉

に両行の力を結集し、長崎県発展の為に汗を流

していきたいと考えています。

卓　　話
親和銀行と十八銀行の合併について

会員　吉澤　俊介 さん
　　　　　　（㈱親和銀行　頭取）

　公正取引委員会の2年半にも及ぶ審査を経て、

本年4月ふくおかフィナンシャルグループと十八

銀行は経営統合しました。そして、来年10月に

は親和銀行と十八銀行が合併し、「十八親和銀行」

が誕生します。

　新銀行名については、発表前から地元の皆様

からいろんなお考えの話を頂戴していましたが、

長年親しまれてきた「親和」「十八」を使用しま

した。やっぱりこの名前かと思われた方も多か

ったと思います。

　本店所在地は、佐世保から離れる事で寂しい

気持ちもありますが、これから名実共に「県民

銀行」として活動していくにあたっては、県庁

をはじめ主要機関が集まっている長崎市に本店

を置くことはベストの選択だったと考えていま

す。佐世保・県北が新銀行にとって最重要地区

である事に変わりはなく、お客様の課題解決を

専門的にサポートするソリューションや、地方

創生を担当する組織を新たに佐世保本部として

設置する計画です。

　コーポレートカラーは、長崎県の花である「雲

仙つつじ色」としました。親和の緑、十八の青

と対極にある色と言えるかもしれませんが、両
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動グループ」というものがあります。
　最初に設立された親睦活動グループはヨット
の親睦活動グループで、1947年、ボートに関心
のあるロータリアンのグループが、自分たちの
船にロータリーの旗を掲げ、自らをInternational 
Yachting Fellowship of Rotarians （ロータリア
ンの国際ヨット親睦グループ）と名乗りました。
このグループには現在、3,300人を超えるロー
タリアンが参加しており、37カ国で109のロー
タリーヨットイベントが開かれています。
　今日、共通の趣味や関心を土台とした60以上
の親睦活動グループが設立されており、その分
野は、サイクリング、スキー、ラテン文化、ジャズ、
医療、写真、ワイン、ビール、ヘビーメタル愛好家、
警察、LGBT、住まい交換など、多岐にわたり
ます。
　また、新たにグループをつくることも可能で
す。ロータリーのFacebookなどで募ったりする
そうですので、日本語のFacebookページもあり
ますから、どなたかぜひチャレンジされたらい
かがでしょうか？
　さて、本日の卓話は会員の吉澤俊介さんです。
今県内で最も注目の銀行合併のお話です。
　私も、今後の両銀行に大変興味を持っていま
すので、しっかり拝聴できればと考えます。
　本日も最後までよろしくお願い致します。

〔理事会報告〕
1．新会員候補者について
　候補者が上がりましたので、クラブ細則第10
条により第1節から第4節に基づきクラブ発表
までの手続を進める。　 【承認】

2． 田中信孝 会員　職業上の都合により6月30日
付で退会届提出 【承認】

3．MY ROTARY登録推進について
 【次年度継続審議】
4．職場訪問収支報告について 　【承認】

幹 事 報 告
 幹事　大久保利博
1．2019-2020年度ガバナー 千葉　憲哉 さん
　 地区大会実行委員長 池田　榮雄 さん
　 地区大会ホストクラブ　諫早北ロータリークラブ

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保南RC 西沢　雅幸 さん

会 長 挨 拶

 会長　古賀　　巖
　いよいよ今月をもって、私が
担当させて頂いた2018-2019年
度佐世保RCの例会が終わりま
す。あと、本日を含めて残すと
ころ４回です。
　今週末にも梅雨に入りそうとのことですが、
雨降って地固まると言いますので、梅雨の間に
うまく木村会長に引き継ぐことが出来そうです。
　本日、第12回理事会を開催しました。回数が
表しているように決算理事会を残すだけになり
ました。
　理事・役員・監事の皆様には心から感謝して
います。
　6月は、ロータリー親睦活動月間です。
　レクリエーション活動や、保健と医療問題に
共通の関心を寄せるロータリアンや、類似した
職業を持つロータリアン同士の国際親善と善意
の重要性を認識し、親睦活動への参加増及びこ
のプログラムに対する理解を促進するため、RI
理事会によってロータリー親睦活動月間として
指定されました。RI理事会は、各親睦グループ
がプロジェクト、活動及び催しを通して、6月の

「ロータリー親睦活動月間」を祝う活動を強調す
るよう奨励しています。  
　日本語で『親睦』と言えば、いわゆる宴会や
ゴルフや旅行など親睦活動をさすことが多いで
すが、辞書によれば、フェローシップとは、『何
かを一緒にやる、または利害を分け合うことで
生まれる友情の感情、仲間意識、連帯感』とい
う意味になるそうです。つまり、ロータリーの
親睦とは、ロータリー運動を志す仲間の連帯、
友情ということになるそうです。
　さらに、世界中に友をつくり、ロータリーで
の経験をさらに豊かにする方法として、「親睦活
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　2019-2020年度 地区大会事務局開設のご案内
　所在地／諫早市高城町5-10 諫早商工会館302号
　　　　　ガバナーエレクト事務所内
　TEL／0957-46-3096

2．地区次年度公共イメージ
 委員長　久保　泰正 さん
　 2019-2020年度 マイロータリー・ロータリー

クラブセントラルセミナー開催のご案内
　日時／2019年7月12日㈮
　　　　14：00受付 14：30開会 16：30閉会予定
　会場／L&Lホテル センリュウ
　 クラブ出席予定者／次年度クラブ会長及びク

ラブ幹事、次年度クラブマイロータリーまた
はセントラル担当委員長、クラブ事務局員

委員会報告
■社会奉仕委員会 委員長　坂元　　崇
　6月2日㈰「空き缶回収キャン
ペーン」は、天候の悪い中、ご
参加いただきました15名のメン
バーの皆様、ありがとうござい
ました。おかげさまで、美しい
名切公園が、より美しく生まれ変わりました。
　我が担当の2大社会奉仕活動も無事終了いたし
ました。ありがとうございました。

次年度報告
次年度親睦活動委員会 委員長　坂元　　崇
　6月29日㈯、役員交代式及び懇親会が、HTB
ホテルヨーロッパで18：00より開催されます。
　今回は18：00スタートと、通常より30分早い
スタートですので、お間違いのないようにお願
いいたします。

朗遊会より
 　坂元　　崇
　6月8日㈯、石盛にて役員交代式記念ゴルフ大
会が開催されます。11：00集合となっておりま
す。たくさんのメンバーのご参加、よろしくお
願いいたします。
　本日、米倉さんより、例会時に皆様へ出欠の

確認をさせていただいております。また、初参
加も大歓迎です。米倉さんか坂元までお知らせ
ください。本日で23名参加。

ニコニコボックス
 親睦活動委員会　椎山　　昇
福田　金治 ガバナー、増本　一也 地区幹事
　昨日（6月4日）、福田ガバナーと私と私の妻の
3人で、RI国際会議に出席して帰って参りまし
た。今回の旅行の大きな目的である第2740地区
の各クラブの信任状も無事提出してきました。
　ドイツ・ハンブルクのメッセ（国際会議場）
で開催された国際大会は、全世界から約3万人の
ロータリアンが集まってきました。
　日本人も3千人ほど参加したようです。ちなみ
にハンブルクの人口は22万人ですが、ハンブル
ク始まって以来の町の賑わいになったようです。
　ホテルやタクシー、レストラン等、どこも人・
人・人で一杯でした。
　会議当日の夜は、地区のメンバーで夕食会を
開催しました。
　ハンブルク在住で佐世保市西光寺の里見さん
のお嬢さんのエスコートで、有名なドイツ料理
のお店に連れて行ってもらいました。
　野口パストガバナーを始め、多久RCの相浦会
長ご一行、佐世保北RCの永田武義さん、福田ガ
バナー、私の妻も同席させていただき、楽しい
時間を過ごすことができました。最後に、国際
大会に初めて出席して、感じたことは、いろん
な人種のロータリアンが集まり、みんなが楽し
そうに和気あいあいとしている姿が大変印象的
でした。会議の詳細につきましては、後日「ガ
バナー月信」で詳しく報告させていただきます。

古賀　　巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬　章博 副幹事、坂本　　敏 さん
米倉洋一郎 さん、筒井　和彦 さん
黒江　章雄 さん、安福　竜介 さん
前田　隆夫 さん、吉田　英樹 さん
北野　慎司 さん、松尾　文隆 さん
福田　金吾 さん、円田　浩司 さん
井上　斉爾 さん、池田　　豊 さん
池田　真秀 さん、椎山　　昇 さん
長島　　正 さん、松尾　　貴 さん

（3）

　2019-2020年度 地区大会事務局開設のご案内
　所在地／諫早市高城町5-10 諫早商工会館302号
　　　　　ガバナーエレクト事務所内
　TEL／0957-46-3096

2．地区次年度公共イメージ
 委員長　久保　泰正 さん
　 2019-2020年度 マイロータリー・ロータリー

クラブセントラルセミナー開催のご案内
　日時／2019年7月12日㈮
　　　　14：00受付 14：30開会 16：30閉会予定
　会場／L&Lホテル センリュウ
　 クラブ出席予定者／次年度クラブ会長及びク

ラブ幹事、次年度クラブマイロータリーまた
はセントラル担当委員長、クラブ事務局員

委員会報告
■社会奉仕委員会 委員長　坂元　　崇
　6月2日㈰「空き缶回収キャン
ペーン」は、天候の悪い中、ご
参加いただきました15名のメン
バーの皆様、ありがとうござい
ました。おかげさまで、美しい
名切公園が、より美しく生まれ変わりました。
　我が担当の2大社会奉仕活動も無事終了いたし
ました。ありがとうございました。

次年度報告
次年度親睦活動委員会 委員長　坂元　　崇
　6月29日㈯、役員交代式及び懇親会が、HTB
ホテルヨーロッパで18：00より開催されます。
　今回は18：00スタートと、通常より30分早い
スタートですので、お間違いのないようにお願
いいたします。

朗遊会より
 　坂元　　崇
　6月8日㈯、石盛にて役員交代式記念ゴルフ大
会が開催されます。11：00集合となっておりま
す。たくさんのメンバーのご参加、よろしくお
願いいたします。
　本日、米倉さんより、例会時に皆様へ出欠の

確認をさせていただいております。また、初参
加も大歓迎です。米倉さんか坂元までお知らせ
ください。本日で23名参加。

ニコニコボックス
 親睦活動委員会　椎山　　昇
福田　金治 ガバナー、増本　一也 地区幹事
　昨日（6月4日）、福田ガバナーと私と私の妻の
3人で、RI国際会議に出席して帰って参りまし
た。今回の旅行の大きな目的である第2740地区
の各クラブの信任状も無事提出してきました。
　ドイツ・ハンブルクのメッセ（国際会議場）
で開催された国際大会は、全世界から約3万人の
ロータリアンが集まってきました。
　日本人も3千人ほど参加したようです。ちなみ
にハンブルクの人口は22万人ですが、ハンブル
ク始まって以来の町の賑わいになったようです。
　ホテルやタクシー、レストラン等、どこも人・
人・人で一杯でした。
　会議当日の夜は、地区のメンバーで夕食会を
開催しました。
　ハンブルク在住で佐世保市西光寺の里見さん
のお嬢さんのエスコートで、有名なドイツ料理
のお店に連れて行ってもらいました。
　野口パストガバナーを始め、多久RCの相浦会
長ご一行、佐世保北RCの永田武義さん、福田ガ
バナー、私の妻も同席させていただき、楽しい
時間を過ごすことができました。最後に、国際
大会に初めて出席して、感じたことは、いろん
な人種のロータリアンが集まり、みんなが楽し
そうに和気あいあいとしている姿が大変印象的
でした。会議の詳細につきましては、後日「ガ
バナー月信」で詳しく報告させていただきます。

古賀　　巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬　章博 副幹事、坂本　　敏 さん
米倉洋一郎 さん、筒井　和彦 さん
黒江　章雄 さん、安福　竜介 さん
前田　隆夫 さん、吉田　英樹 さん
北野　慎司 さん、松尾　文隆 さん
福田　金吾 さん、円田　浩司 さん
井上　斉爾 さん、池田　　豊 さん
池田　真秀 さん、椎山　　昇 さん
長島　　正 さん、松尾　　貴 さん



（4）

クラブ会報委員会

福田　金治 さん、坂元　　崇 さん
一瀬　伸彦 さん、安部　雅隆 さん
西田　勝彦 さん、大神　邦明 さん
岡　　英樹 さん、富永　雅弘 さん
草津　栄良 さん、河原　忠徳 さん
橋詰　文雄 さん、石井　正剛 さん
納所　佳民 さん、大神　吉史 さん
平尾　幸一 さん、木村　公康 さん
黒木　政純 さん、増本　一也 さん
芹野　隆英 さん、田中丸善弥 さん
佐々木秀也 さん
　吉澤俊介さんの卓話に期待してニコニコします。

佐世保南RC　西沢　雅幸 さん
　佐世保南RCの西沢雅幸です。よろしくお願い
します！

増本　一也 さん
　佐世保南RC西沢雅幸さんのご来訪を歓迎して
ニコニコします。

奉仕プロジェクト委員会 委員長　円田　浩司 さん
社会奉仕委員会 委員長　坂元　　崇 さん
　6月2日に行われた、「空き缶回収キャンペーン」
に15名の会員の方にご参加いただきました。お
かげさまで、雨にも降られず、30分で無事に終
了することができました。

ニコニコボックス 本日合計 　47,000 円
 累　　計 1,040,000 円

◇

（今週の担当：橋詰　文雄）
（カメラ担当：安部　雅隆）

2019年6月
＊例会卓話者予定＊ 

 6月12日　佐世保共済病院　整形外科顧問
　　　　　社会福祉法人　大空の会　にじいろ診療所
 診療所長　萩原　博嗣 様
　　　　　第2弾「IWCと南氷洋捕鯨」
 6月19日　クラブ協議会
 6月26日　クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月18日㈫　17：00〜
会場／西海学園高等学校 図書館（予定）

※例会に参加の方は、田中信孝委員長へ連絡ください。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月18日㈫　18：30〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／6月25日㈫　18：30〜　役員交代式
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 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。

委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　萩原多恵士 ・ 橋詰　文雄 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　安部　雅隆 　　

【今週のランチ】「牛肉と玉子のトッピングカレー」
美味しかったです。

空き缶回収キャンペーン　2019年6月2日㈰

全員集合


