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Club of Sasebo

◯ゲスト
　地区交換学生	 吳　　柏蓁（Tiffany）	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2019年12月のロータリーレートは、
　1ドル=108円です。

2．国際ロータリー日本事務局　業務推進・資料室
　2019年12月「疾病予防と治療月間」のリソース

3．ガバナ一	 千葉　憲哉	さん
　地区R財団委員長	 岡村　康司	さん
　ロータリー財団セミナーご参加のお礼

4．地区会員増強委員長	 佐藤　　豊	さん
　新会員セミナー開催のご案内
　日　時／2020年1月19日㈰	13：00〜16：00
　会　場／東彼杵町総合会館文化ホール
　クラブ該	当出席者／3年未満の会員、クラブ会長・幹事、

クラブ会員増強・R情報委員、全クラブの関
心あるロータリアン

5．地区インターアクト委員長	 德川　清隆	さん
　2019-20年度 インターアクト活動認定証のご案内
　◦インターアクトクラブ活動認定証申込書
　◦インターアクトクラブ活動認定証サンプル
　◦申請基準と項目
　締め切り／	2020年1月20日㈪まで

6．ガバナーエレクト	 花島　光喜	さん
　次年度地区幹事	 迎　雅璫嗣	さん
　2020-2021年度地区セミナー ・協議会日程のお知らせ
　◦地区チーム研修セミナー	 2020年2月23日㈰	
　◦会長エレクト研修セミナー	 2020年3月15日㈰
　◦地区委員会キックオフミーティング	 2020年4月12日㈰
　◦地区研修・協議会	 2020年5月17日㈰

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　早いもので12月に入り、令和元年も残り1カ月足らず
となりました。
　朝晩はすっかり冷え込み、毎朝2：00過ぎに起床する私
にはつらい季節となりました。
　この時期は来年の手帳を購入し、スケジュールを新し
い手帳に書き写す頃です。
　最近はスマートホンでスケジュール管理をなさる人も
多いようですが、私は手帳派です。FFGの手帳をいただ
き、愛用させていただいています。
　今年の11月は、8〜9日に地区大会、13日には新会員
研修セミナーおよび懇親会、17日は朗遊会コンペをかね
たソロプチミスト・チャリティーゴルフ、20日は8クラ
ブ会長・幹事会、27日、先週は映画例会とイベントづく
しでした。
　特に、映画例会の「最高の人生の見つけ方」は大変お
もしろかったと思います。久々に映画館で日本映画を見
させていただきました。
　本日は、年次総会となっています。加納会長エレクト
による次年度の役員、理事、監事の発表があります。
　70周年に向けて万全の体制が整いつつあると思います
ので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
　本日は東京海上日動火災保険の小石原さんの卓話で
す。楽しい卓話を期待しています。
　本日、第6回理事会を開催しました。
◦クラブ協議会は1月8日㈬に行います。
◦忘年家族会は12月14日㈯18：30より玉屋7F。
◦	長寿祈願祭及び祝賀会を1月22日㈬ホテルフラッグス
九十九島（12月1日より、九十九島ベイサイドホテル
＆リゾートフラッグスより名称変更）にて行います。
◦例会場備品の整理について

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 12 4 3,380 21

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 54 名・欠席 35 名・ビジター 0 名・出席率 68.35 ％

《11月20日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・メークアップ 14 名・修正出席率 100.00 ％
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委員会報告
■国際奉仕・姉妹クラブ委員会	 副委員長　福田　金吾
　7日〜8日まで、鹿児島ツ
アーに行ってきます。

（Tiffany	さん）
　今週末12月7日㈯〜8日㈰
に地区行事でティファニー
さんが鹿児島へ行きます。	
（ホストファミリー　田中丸善弥	さん）

■インターアクト・青少年活動委員会	 委員長　池田　真秀
　先月のご報告になりますが、去る11
月8日㈮に、長崎県社会福祉協議会長
崎県共同募金会の令和元年度会長表彰
式が行われ、長年の活動を評価され西
海学園インターアクトクラブの歳末助
け合い街頭募金活動に対して表彰され
ました。
　活動報告としまして、11月16日㈯に、街頭募金を行い
26,409円が集まりました。
　また、11月19日㈫には西海学園図書室にて例会が行わ
れ、2年生・1年生4名が参加しました。
　また、昨日12月3日㈫例会が行われ、3名の生徒が参加
し、今後の活動について話し合いがありました。
　12月の今後の活動としましては、12月7日㈯、11：30
〜13：00まで島瀬公園にて歳末助け合い街頭募金活動を
生徒会と一緒に行うことになっています。また、翌週12
月14日㈯14：30〜16：00まで、佐世保市交通遺児救済募
金活動が行われます。
　3年生はこの募金活動をもって終了することになり、
年明けは2年生6名と1年生8名が中心となり活動を行って
いきます。
　今年最後の例会は、12月17日㈫となっております。お
時間があられる方は例会、募金活動にご参加いただきま
すよう、よろしくお願いします。

その他の報告
映画制作のご協賛お願い	 　陣内　純英
　CMや短編映画で数々の受賞歴のある
佐世保出身の映画監督「古川原	壮志」（コ
ガハラ	タケシ）氏が、長編映画「なぎさ」
を地元ロケで制作しようと、資金集め
を行っています。ぜひ、ご協力ください。
エンドロールに名前が出ます。

ロータリーの手引きについて
パスト会長　福田　金治

　本日配布の「ロータリーの手引き」は、
私がロータリークラブヘ入会して、い
ろいろな役職を経験しましたので、そ

の間に知り得た情報を集めたものです。
　ご承知のように、ロータリーはいろいろな規則によって
運営されています。
　しかし、それらの規則は1つの資料に記載されているの
ではなく、複数の資料にあります。
　従って、何かわからない時、どの資料に記載されている
か調べるのに大変時間がかかります。
　そこで、この「ロータリーの手引き」は、私がいろいろ
な役職をした時に知り得た情報、また、いろいろな方から
の質問に答えた情報を1つに集めたものです。
　通常のロータリー活動で必要とされる情報は、ほとんど
載っていると思います。今後のロータリー活動の際に使用
していただければ幸いです。
　この小冊子は、増本会長が自費で製作され、佐世保ロー
タリークラブへ寄贈されています。

年 次 総 会
■会長指名委員会報告

パスト会長　福田　金治	さん
　会長指名委員会を代表して、報告し
ます。
　10月2日㈬に会長指名委員会を開催い
たしまして、佐世保ロータリークラブ
2021年〜2022年度会長予定者に、菅沼
宏比古会員を選出しましたので、ご報
告いたします。

■2021-2022年度 会長挨拶
	 会長ノミニー　菅沼宏比古	さん
　伝統と歴史のある佐世保ロータリー
クラブの、2021-2022年度会長にご承認
いただき誠にありがとうございます。
　精一杯務めてまいりたいと思ってお
りますので、会員の皆さまのご協力ご
支援を是非お願いいたします。

■2020-2021年度 第5グループガバナー補佐挨拶
	 　次年度第5Gガバナー補佐　遠田　公夫	さん
　次年度、第5グループのガバナー補佐
を務めさせていただくことになりまし
た。
　浅学菲才ではありますが、佐世保ロ
ータリークラブの名に恥じぬよう一生
懸命頑張ってまいりますので、皆さま
のご協力をよろしくお願いいたします。

■2020-2021年度　役員・理事及び監事発表
会長エレクト　加納洋二郎	さん

　2020-2021年度 佐世保RC役員・理事
及び監事候補者を発表いたします。
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ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　谷川　辰巳
佐世保中央RC　岡田　文俊	さん
　昨日はお世話になりました。おかげで良い映画を観る
ことができました。

木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、岸川　善紀	さん
出端　隆治	さん、浦　　義浩	さん
廣瀬　章博	さん、福田　金治	さん
谷川　辰巳	さん、陣内　純英	さん
米倉洋一郎	さん、前田　隆夫	さん
松本　祐明	さん、西田　勝彦	さん
福田　金吾	さん、筒井　和彦	さん
小村　英司	さん、坂根　　毅	さん
大久保利博	さん、平尾　幸一	さん
梅村　良輔	さん、黒木　政純	さん
大神　吉史	さん、古賀　　巖	さん
萩原多恵士	さん、納所　佳民	さん
増本　一也	さん、坂元　　崇	さん
　新会員卓話 小石原健二さんの卓話に期待して、ニコ
ニコいたします。

井上　斉爾	さん
　先日は映画を久し振りに観せてもらいました。60年
前、学生の頃、3本立て55円の映画を毎週、新宿で観て
いたことを思い出しました。終わりには木村会長には宣
伝までしていただき、ありがとうございました。

陣内　純英	さん
　させぼわくわーくフェスティバルでは西海みずきの店
舗に、多数出展、ご来場いただき、ありがとうございま
した。ということでニコニコいたします。佐世保出身の
古川原監督の映画制作の支援もよろしくお願いします。

井口　東郎	さん、円田　浩司	さん
増本　一也	さん、松尾　　貴	さん
福田　金吾	さん、松尾　文隆	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	 　39,000 円
	 累　　計	 485,000 円

2020-2021年度 佐世保ロータリークラブ
役員・理事及び監事

【役員】
会　　長	 加納洋二郎
直前会長	 木村　公康
次期会長	 菅沼宏比古
副 会 長	 黒木　政純
幹　　事	 　　納所　佳民
会　　計	 井手　孝邦
会場監督	 古賀　　巖

【理事】
70周年実行委員長	 円田　　昭
クラブ管理運営委員会　　委員長	 坂元　　崇
奉仕プロジェクト委員会　委員長	 池田　真秀
青少年奉仕委員会　　　　委員長	 廣瀬　章博
会員増強委員会　　　　　委員長	 草津　栄良
公共イメージ委員会　　　委員長	 円田　浩司
ロータリー財団委員会　　委員長	 松尾　文隆
親睦活動委員会　　　　　委員長	 大神　吉史
副 幹 事	 福田　金吾

【監事】
監　　事	 石井　正剛
監　　事	 富永　雅弘

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　萩原多恵士
○結婚記念月のお祝い
　橘髙　克和・さなえ	さん	ご夫妻（ 6日）
　井口　東郎・容子　	さん	ご夫妻（ 7日）
　円田　浩司・佳子　	さん	ご夫妻（ 7日）
　長富　正博・桂子　	さん	ご夫妻（ 7日）
　増本　一也・光子　	さん	ご夫妻（ 7日）
　松尾　　貴・真理　	さん	ご夫妻（11日）
　福田　金吾・芙美恵	さん	ご夫妻（23日）
　松尾　文隆・由美　	さん	ご夫妻（23日）
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卓　　　　話

『地方創生への取り組み』
新会員　小石原健二	さん
（東京海上日動火災保険㈱）

　こんにちは。東京海上日動火災保険
㈱佐世保支社長の小石原です。まずは、
先般日本各地を襲来した台風等の自然災害で被災された
皆様に心からお見舞い申し上げます。
　私事ですが、2019年4月1日に佐世保支社長として赴任
し、はや8ヶ月が経過しました。豊かな自然に囲まれ、
観光名所も多く、食べ物も美味しい佐世保で公私ともに
充実した毎日を送っています。
　さて、本日は弊社の地方創生への取組について話をさ
せていただきます。弊社は1879年（明治12年）8月に創
業した日本初の損害保険会社です。『お客様の信頼をあ
らゆる事業活動の原点におき、お客様への「安心と安
全」の提供を通じて快適な社会生活と経済の発展に貢献
する』を経営理念として、日々その実現に向け取組んで
おります。みなさまのなかにはなぜ損害保険会社である
弊社が地方創生への取組に力を入れているか不思議に思
う方もいらっしゃるかもしれません。少し遠回りになる
と思えるかもしれませんが、日本の各地域が元気に成長
するような取組みは弊社の本業の発展に繋がると確信し
ております。地域が活性化すると、仕事が増え、人が集
まります。人が集まると新たな挑戦をする人が増えます。
新たな挑戦をする人が増えればそこにリスクが生まれ、
保険などの弊社グループのソリューションがお役に立ち
ます。地域のニーズに対応させていただき安心の提供が
できれば、更に地域が活性化し…という好循環が生まれ
ると信じています。生命保険は、人口に紐づく業界です
が、損害保険はGDP・経済活動に紐づく業界ですので、
このように地域の活性化が本業に繋がると考えています
（図1ご参照）。
　次に弊社の地方創生の取組方針についてご説明致しま
す。ポイントは「地域と共に成長する」ということです。
弊社の国内保険料の2/3は地方から頂戴しております。
地方の元気がなくなることは、我々にも大きな影響があ
ります。そこで、地方が元気になることが、ひいてはま
わりまわって弊社の成長に繋がるという思いのもと、「我
がこと感」をもって、地域を元気にするお手伝いをした
いということが、弊社が地方創生に取り組む理由です。
そのために、弊社では（図2）に記載している通り、現
在具体的な14の支援メニューを全国一律でご提供できる
ようにしています。実際にはこのメニューにとらわれる
ことなく各地のニーズ・課題をお伺いしながら地域事情
に応じた個別の取組みを行っているケースの方が多いで

す。詳細は本日参考資料として配布しています「地方創
生ブックレット」に記載していますので、ご興味ある項
目がございましたら、是非ともお声掛けいただきたく存
じます。
　まずは地元のお役にたち、地元から選んでもらう存在
になることが大切と考えています。佐世保の地において
も弊社が地元のみなさまの無くてはならない存在になれ
るよう、今後も精一杯取り組んで参りますので、何卒宜
しくお願い申し上げます。

＊2019年12月例会卓話者予定＊	
18日　佐世保中央病院健診センター長　中尾　治彦さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会等予定＊
日時／12月14日㈯　14：00〜15：30
場所／島瀬公園前（佐世保市交通遺児救済募金）

日時／12月17日㈫　16：20〜
会場／西海学園　図書館

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月17日㈫　18：30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス（クリスマス例会）

＊	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。

（今週の担当：福田　金吾）（カメラ担当：小村　英司）

クラブ会報委員会 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 ・ 陣内　純英
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