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ンルは違いますが、地酒会の会長としては、
負けずに頑張っていただきたいと思います。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　梅ヶ枝酒造㈱ 代表取締役 長野　哲也 様
○ビジター
　大村 RC 会長　西川　義文 さん
 幹事　俣野　正仁 さん
　佐世保南 RC 池内　章雄 さん

ごあいさつ
大村RC　会長　西川　義文 さん
　こんにちは。大村 RC 会長
の西川です。隣にいるのは幹
事の俣野です。どうぞよろし
くお願いいたします。
　 大 村 RC は、60周 年 を 迎
えます。今からおよそ60年前、昭和35年、
1960年、佐世保 RC の支援を賜り大村 RC
が創立しました。来年4月には、記念式典と
祝賀会等を計画しています。是非、皆さん
のご参加をお願い申し上げ、挨拶とさせて
いただきます。

幹 事 報 告
 幹事　有薗　良太
1．地区社会奉仕委員長 帯屋　　徹 さん
　奉仕プロジェクト並びに社会奉仕事業ア

会 長 挨 拶
 会長　木村　公康
　先週末には台風5号が接近し、五島や対馬
では、大雨の様子等が大きく報じられてい
ました。災害に遭われた方々には心よりお
見舞い申し上げます。
　さて、昨日から太陽の日差しも強くなり、
梅雨明けももう間近かと思わせるような天
気です。今から毎日暑い日々が続くかと思
うと、これから大変だろうという思いもあ
ります。
　本日は大村RCより西川義文会長、俣野正仁
幹事にご来訪いただいております。後ほど
ご挨拶をいただきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
　本日の卓話のゲストは梅ヶ枝酒造の長野
哲也社長です。
　実は私、昨日、長崎県県北地酒会の会長
に就任いたしました。前の飛鳥会館の西村 
正一郎さんのご指名で副会長からの昇進で
す。
　佐世保RCでは佐々木秀也さん、玉野哲雄
さん、有薗良太さんも会員で、160名の会員
がいらっしゃいます。
　新潟、佐賀、山口など、美味しい日本酒
を醸造している所はたくさんありますが、
長崎県にも梅ヶ枝酒造、潜龍酒造、今里酒
造などの美味しい日本酒がたくさんありま
すので、皆様も夏は冷酒で召し上がってい
ただければと思います。10月から、日本コ
カ・コーラが九州で試験販売していたレモ
ン缶酎ハイを全国販売するそうです。ジャ
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佐世保南RC　池内　章雄 さん
　佐世保南RCからまいりました。
　よろしくお願いいたします。

富永　雅弘 さん、増本　一也 さん
　大村RC 会長 西川義文さん、幹事 俣野
正仁さんのご来訪を歓迎して、ニコニコい
たします。

木村　公康 会長、有薗　良太 幹事
安福　竜介 副幹事、坂元　　崇 さん
松本　祐明 さん、谷川　辰巳 さん
岸川　善紀 さん、出端　隆治 さん
福田　金治 さん、北野　慎司 さん
円田　浩司 さん、草津　栄良 さん
古賀　　巖 さん、増本　一也 さん
坂本　　敏 さん、筒井　和彦 さん
納所　佳民 さん、平尾　幸一 さん
吉田　英樹 さん、小村　英司 さん
廣瀬　章博 さん、池田　真秀 さん
芹野　隆英 さん、長富　正博 さん
　梅ヶ枝酒造㈱　代表取締役　長野哲也さ
んの卓話に期待して、ニコニコいたします。

増本　一也 さん、大久保利博 さん
　今年も、8月10日㈯に松浦公園で「夏祭り」
が開催されます。
　今年より、この夏祭りは、安部直樹さん
の奥様、安部恵美子さんが学長をされてい
ます長崎短期大学が主管となって、長崎短
期大学の学生さんたちが全ての企画・立案
をされ、運営をされます。
　彼女たちの若い感性で、新しい夏祭りが
出来そうです。
　昨年同様、皆様には若い人たちを応援す
る意味でも、ご協賛ならびにご協力をよろ
しくお願いいたします。

小村　英司 さん、溝口　尚則 さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありが
とうございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 　36,000 円
 累　　計 146,000 円

ンケートご協力依頼
締め切り／8月10日㈯　必着

2．HTB佐世保RC
　「クラブ現況と活動計画書　前年度活動実
績報告書」が届いております。

慶　　　　祝
 親睦活動委員会　小石原健二
○結婚記念月のお祝い
　小村　英司・幸子 さん ご夫妻（ 3日）
　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）

歌 の 時 間
 ソングリーダー　黒木　政純

「海」合唱
 　作詞・作曲　未詳
　大正2年5月『尋常小学唱歌（五）』に発表された。
文部省の唱歌のほとんどが作者不明。戦後になっ
てかなり判明したが、この歌は作詞・作曲ともに
未詳のまま。昼の海を1番で、夜の海を2番で、バ
ランスよく情景を二部構成に仕上げた歌である。

ニコニコボックス
 親睦活動委員会　松本　祐明
大村RC　会長　西川　義文 さん
　　　　幹事　俣野　正仁 さん
　本日はお世話になります。
　大村RCは60周年を迎えます。どうぞよろ
しくお願いいたします。
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卓　　　　話

『梅ヶ枝酒造の意識改革』

　梅ヶ枝酒造㈱
代表取締役　長野　哲也 様

　「我が酒蔵で起こった意識の変化」につい
てお話をさせていただきます。
　私が蔵に帰ってきた23年前は日本酒を酒
の卸屋さんや町の酒屋さんに買ってもらう
ことが売上のほとんどを占めていました。
基本の考え方は「それなりの酒を造ってる
んだから、卸屋さんや酒屋さんはそれなり
に酒を買ってよ」というもので、帰ってき
たばかりの私には何の疑問もありませんで
したし、酒屋さんや卸屋さんに媚びること
こそ営業の仕事と思い込んでいました。
　それが変化してきた一番最初のきっかけ
は、観光バスの立ち寄りでした。受け入れ
態勢はひどいものでしたが、お客さんが来
てくれることは嬉しいことだと気付かされ
ました。
　ほぼ同時期に県下一斉蔵開き企画に参加
することにしたのですが、社員の反応は「ど
うせお客さんなんか来ない」「今までしたこ
とが無いことはしたくない」「何をすれば良
いかわからない」「こんな蔵を見てもお客さ
んが喜ぶはずがない」と否定的なものでし
た。結果は300人と想像以上のお客様におい
でいただき、なんとなく自信になりました。
　この頃から進入路を広くしたり、駐車場
を広くしたり、蔵内の改修を行い蔵見学の
コースを造成したりと、お客様を迎える酒
蔵の形を変化させていきました。
　いざお客様がいらっしゃると、接客技術
もですが、自分の仕事より今そこにおられ
るお客様が最優先という考え方を浸透させ
るのにも苦労しました。今になって思うの
ですが意識改革の特効薬はリーダー自身が
本気で改革したいと思い・思い続け・発信
し続けることだったと思います。
　お客様をお迎えするようになると社内で

は、整理整頓・環境美化の意識も備わって
きますし、何より会社に適度な緊張感と活
気が生まれます。また、お客様側にも変化
がありました。お客様のほうから老舗であ
る、と言っていただいたり、おかげさまで
いろいろな方に我が社を認知していただき、
今日のようにお声がかかり卓話までさせて
いただけるようになりました。
　今後は人口減少が急激に進み環境が激変
します。今の意識では10年後生き残れない
かもしれません。それでも日々生き残って
いく術を探り、先祖への感謝を胸に抱きな
がら変化し続ける酒蔵でありたいと思いま
す。

クラブ会報委員会

（今週の担当：西田　勝彦）
（カメラ担当：福田　金吾）

委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司

＊2019年8月例会卓話者予定＊ 
 8月 7日　第5グループ
　　　　　法師山　眞人ガバナー補佐訪問
　　　　　クラブ協議会
　　14日　指定休会
　　21日　千葉　憲哉ガバナー公式訪問
　　28日　地区会員増強委員長　佐藤　豊 さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
インターアクト年次大会
　日時／8月3日㈯　10：00 開会
　会場／長崎ブリックホール
インターアクト例会
　日時／8月27日㈫　16：15〜
　会場／西海学園　図書室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

試験期間　夏季休業期間のため休会
（次回の開催時期は9月下旬予定）

＊ 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。


