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2020～2021年度 テーマ Rotary Opens Opportunities　̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
2020～2021年度 R.I.会長 ホルガー・クナーク （ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンRC）
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Club of Sasebo

令和　00　年　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　3 3 31 3,414 22

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 28 名）・出席 45 名・欠席 35 名・ビジター 0 名・出席率 56.90 ％

《 3月17日》会員数 79 名（出席免除会員 27 名）・出席 56 名・欠席 23 名・ビジター 0 名・メークアップ 0 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんにちは。3月最後
の例会となりました。
　明日から行政年度では新年度と
いうことで3月末から4月にかけて
は卒業、入学、転勤等、出会いと
別れの季節となります。
　我がクラブも長崎新聞社の永瀬徳豊さんが新メ
ンバーに、西日本新聞の前田隆夫さん、西部ガス
の浦義浩さんが転勤退会となりました。
　RCに関しては、いよいよ第四半期に入ります。
次年度会長の菅沼さんはいよいよ新年度に向けて
の秒読みが始まったというところでしょうか。本
年度に対しても新年度に対しても、引き続きご協
力を宜しくお願い致します。
　さて、コロナ関連話には正直うんざりですが、
今は避けて通れない状況であります。佐世保も先々
週よりフェーズ2に引き下げられ、こうして例会も
再開出来たわけですが、全国区でみれば感染の波
はまだまだ回復基調とは言えない状況です。
　専門的なことはわかりませんが、やはり終息の
目途はいまのところワクチンに頼るしかないので
はと思います。
　そのような環境下でありますので、先週の例会
にて4月10日開催予定であった創立70周年記念式
典中止の発表を致しました。今後の70周年事業の
在り方については、次の理事会にて協議し、今後
の方向性を明確にしたいと思います。
　本日は本来であるならば4月10日の創立記念式典
に向けての70周年タイムということで時間を取っ
ておりましたが、急遽ではありますが、会員卓話
に変更させていただきました。

　プログラム委員会、坂本敏委員長にも、急な対
応でご迷惑をお掛け致しました。本日は、“苦しい
時の副幹事頼み”で、福田副幹事に卓話をお願い
することにしました。副幹事の立場上、自分の意
見を前面に出せる機会が少ないので　結果的には
良いチャンスであったと思います。何事も前向き
に考えたいと思います。
　本日はよろしくお願いします。ありがとうござ
いました。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．ガバナー事務所　編集委員会
　「RC会員　親子ロータリアンに聞く」アンケー
ト依頼
　親子ロータリアンへメールにて3月24日依頼済み
　締め切り／4月7日

2．第2590地区ガバナー	 吉田　隆男	さん（横浜市）
　実行委員長	 依田紀久子	さん
　第9回全国インターアクト研究会【中止】のお知
らせ

3．ガバナーエレクト	 塚㟢　　寛	さん
　地区研修・協議会実行委員長	 有田　信一	さん
　ホストクラブ会長	 尾上　信哉	さん（長崎中央RC）
　地区研修・協議会（DTA）についてのお知らせ
　DVDおよびYouTubeは下記の日程で収録・作製
し、送付および配信は4月末を目途
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　4月11日㈰　�全体会収録（於）長崎ブリックホー
ル3F「国際会議場」

　3月29日㈪〜�4月9日㈮　分科会収録　各部会リ
ーダーとZOOM収録を行う。

　※�当日は出演者およびホストクラブ会員のみ集
合し収録、一般ロータリアンの参加要請はあ
りません。

委員会報告
■佐世保RC細則改正審議	 会長　加納洋二郎
　加納洋二郎会長が議長に選任さ
れ、審議が行われた。満場一致で
原案通り決定された。
　大きな変更点
　①入会金　→　会員登録料
　②転勤を伴う会員等　→20,000円
　③�交代入会者の年会費　→　既に支払った期間

は引き継ぐこと、を明文化
　

■70周年記念誌委員会	 　坂元　　崇
　70周年記念誌へ掲載予定の「私
とロータリー」の皆様の提出期限
が4月7日となっております。
　来週の水曜日ですので、忘れな
いよう、よろしくお願いいたしま
す。

ロータリー３分間情報
	 　坂根　　毅
　みなさん、ロータリーの友に「パ
ズルdeロータリー」という懸賞
コーナーがありますが、懸賞の賞
品は何でしょうか？
　パズルdeロータリーでは、毎月
5人に『ロータリーの友』ロゴ入り　日本けん玉協
会公認「競技用けん玉」をプレゼントしております。
「孫や子どもと一緒にできる！」と書いてあるので、
子供の日のプレゼントにも最適です。
　うちの子も、小学3年生のころに「競技用けん
玉」が欲しいというので、今日、持ってきました
が、、、スーツの内ポケットからは出しにくいです
ね、、、スーツはけん玉には不向きなようです、、、
後で「ロータリーの友」とマジックで書いておこ
うと思います。

　さて、今日の卓話も「タクシーとIT」という話
ですが、このけん玉もIT化が進んでいます。
　「電玉」という商品
は、センサーのつい
たけん玉とスマート
フォンがつながり、
どんな技が成功した
のか、スマートフォ
ンに表示されたり、インターネット上で対戦でき
るというものです。9000円弱で販売されています。
みなさんは、お金を持っていらっしゃることと思
いますので、子供の日にプレゼントされてはどう
でしょうか。
　私がけん玉よりもハマっているのが「ルービッ
クキューブ」です。まだ揃えたことはありません
が、うちの子は揃え方を勉強した結果、40分ほど
あれば、1面と2段までは揃えられるようです。こ
のルービックキューブもIT化された商品がありま
す。中国企業でスマートフォンや電動キックボー
ドなどを販売しているXiaomiという企業のsmart�
magic�cubeは、 セ ン
サー内蔵のルービッ
クキューブで、スマー
トフォンと連動して、
どちらに回せば６面
揃えられるかを教えてくれるそうです。これは中
国で2000円ほどで売られており、買おうとしたの
ですが、日本ではアプリが動かないとの情報があ
り断念しました。
　ルービックキュー
ブには、いびつな形
をしているものもあ
ります。ミラーブロッ
クスは、いびつな形
を回して、立方体にす
るルービックキュー
ブです。私はベトナ
ムで450円ほどで買いましたが、日本でも3800円
くらいで売られているようです。みなさんは3800
円で買われるのも苦にならないでしょうが、お金
持ちのみなさんですから、コロナが終わったらベ
トナムに旅行に行かれることもあると思います。
その際はこの変な形のルービックキューブをお買
い求めください。
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慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　内海　暢邦
○今月の誕生祝い
　1月
　大神　邦明�さん（ 1日）、下田　弥吉�さん（ 3日）
　古賀　　巖�さん（ 3日）、安福　竜介�さん（ 4日）
　坂元　　崇�さん（ 7日）、石井　正剛�さん（11日）
　円田　浩司�さん（12日）、芹野　隆英�さん（13日）
　長富　正博�さん（18日）、陣内　純英�さん（20日）
　指山　　立�さん（22日）、山下　尚登�さん（24日）
　黒木　政純�さん（27日）、佐々木秀也�さん（29日）
　2月
　谷川　辰巳�さん（ 7日）、吉澤　俊介�さん（ 8日）
　中川　知之�さん（11日）、梅村　良輔�さん（15日）
　河原　忠徳�さん（18日）、森　　勝之�さん（25日）
　富永　雅弘�さん（28日）
　3月
　西田　勝彦�さん（ 3日）、納所　佳民�さん（ 8日）
　中島　祥一�さん（12日）、前田　隆夫�さん（23日）
　井手　孝邦�さん（28日）、増本　一也�さん（31日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　小石原健二

富永　雅弘	さん、芹野　隆英	さん
富永：この度、佐世保旅館ホテル協同組合の理事
長を、9年間無事務め、芹野君にバトンを渡すこと
ができました。
芹野：富永さんからバトンを引き継ぎ、身も引き
締まる思いです。コロナで大変な時ですが、佐世
保の観光振興に少しでも寄与できるよう頑張る所
存です。よろしくお願いいたします。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金治	さん、米倉洋一郎	さん
中島　　顕	さん、指山　　立	さん

増本　一也	さん、田村　康弘	さん
草津　栄良	さん、長野　哲也	さん
西田　勝彦	さん、古賀　　巖	さん
小石原健二	さん、陣内　純英	さん
廣瀬　章博	さん、中川　知之	さん
安部　雅隆	さん、中村　徳裕	さん
船越　　温	さん、内海　暢邦	さん
吉田　英樹	さん、池田　真秀	さん
木村　公康	さん、松尾　文隆	さん
坂根　　毅	さん、松本　祐明	さん
坂元　　崇	さん、髙田　俊夫	さん
黒木　政純	さん、井上　斉爾	さん
筒井　和彦	さん、大神　吉史	さん
　福田金吾副幹事の卓話に期待してニコニコします。

増本　一也	さん
　今日で満69歳になりました。佐世保RCに入会し
て27年になりますが、ロータリーの誕生お祝いの
当日が誕生日になったのは初めてのことなのでニ
コニコします。
　例会が休会になり、第3週の誕生お祝いが第5週
にずれたことや、今年の私の誕生日がたまたま水
曜日だったことなど、全てが偶然の産物です。
　古稀も迎え、これからは孔子の論語の言葉を教
訓にしていきたいと考えています。
　「七十にして心の欲するところに従えども、矩

わく

を
踰
こ

えず」
　孔子は、70歳でやっと自分の思うままに行動し
ても、道理を踏み外すことがなくなったと言って
おります。
　私の場合は、ダジャレの言い過ぎに注意します。
孔子だけに公私共に…。

大神　邦明	さん、古賀　　巖	さん
坂元　　崇	さん、芹野　隆英	さん
陣内　純英	さん、指山　　立	さん
黒木　政純	さん、佐々木秀也	さん
中川　知之	さん、河原　忠徳	さん
富永　雅弘	さん、西田　勝彦	さん
納所　佳民	さん、中島　祥一	さん
井手　孝邦	さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとうござい
ました。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 50,000円
� 累　　計� 746,000円
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＊4月  例会卓話者予定＊�

4月 7日� 新会員卓話　山口　健二�さん

　 14日� 新会員卓話　船越　　温�さん

　 21日� 会員卓話　　髙田　俊夫�さん

　 28日� 会員卓話　　井上　斉爾�さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

（今週の担当：陣内　純英　カメラ担当：萩原多恵士）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅 ・ 浦　　義浩

卓　　　　話
「タクシーとIT（2021版）」

副幹事　福田　金吾
（株式会社 福勇商店）

　新会員卓話以来、約4年ぶりと
なります。前回と重複することが
多々ありますが、ご容赦いただけ
ればと存じます。
（参考：2017年6月7日　3,262回例
会：http://www.sk-i.net/sasebo-
rc/pdf/2016-17/43_06.07.pdf）
　佐世保では福勇商店という会社を、博多のほう
でタクシー会社を経営しております。
　創業は1961年6月13日で、正式な名称は企業組
合三興タクシーといいます。
　大牟田にあった三井三池炭鉱の59〜60年に掛け
た�“三池闘争”における大量離職者の再就職支援
事業の一環として、福岡県が7社タクシー業の新し
い免許の発行を認めました。その内の1社として福
岡市博多で創業をしたのが弊社となります。創業
から数えると今年がちょうど60周年の節目という
状況です。
　タクシーは非常にIT技術との親和性が高い業種
であるとも言われております。
　しかし、私が入社した2005年当時は、ITとは縁
遠くアナログな会社でした。
　入社後数年して、業界的にアナログ無線から「タ
クシー無線デジタル化」に舵を切ります。弊社も
2013年9月にデジタル化を完了しました。
　アナログ電波よりデジタル電波のほうがより多
くの情報量をやり取りでき、加えて音声ではなく
多くのデータを伴った配車が可能となり、業務効
率化が実現しました。
　次に決済システムの移り変わりになりますが、
現金だけだったところにタクシーチケットができ、
クレジットカードが使えるようになり、近年では
電子マネー、そして今はコード決済という新しい
波が押し寄せています。
　特にここ数年はコロナの影響もあり、できるだ
け接触や現金を控えたり、政府が進めたキャッシ
ュレス消費者還元事業なども相まって現金商売と
言われてきたタクシー業も、弊社の実績でいくと
35%強の売上がキャッシュレス決済になるまでに

変わってきました。早晩、5割を超えてくるかもし
れません。
　最後に配車アプリというものを紹介したいと思
います。
　配車アプリとは、スマホのGPS機能を利用して
タクシーを呼ぶことができるアプリになります。
会社や無線局の垣根を超えて、アプリ運営会社と
契約をしたタクシーが配車されるシステムであり、
既にあるタクシーというリソースをうまく利用し
た新しいビジネスモデルとなっています。
　佐世保ではサービスエリア外のアプリが多いの
で、福岡や大阪、東京など都市圏に行かれた際に
ご興味があれば利用してみてください。

　（参考）そういえば企業組合って何だ？
　個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それ
ぞれの資本や労働力を持ち寄って、あたかも1つの
企業体のように活動を行う組合のことをいいます。
組合には様々な種類のものがあり、それぞれの根
拠法に基づいて設立・運用されることが義務付け
られていますが、企業組合は、勤労者や主婦や学
生など誰でも組合員として加入することができ、
行う事業自体も限定されない自由度の高いもので
あり、株式会社や有限会社に極々近い組合組織体
です。
　ちなみに、日本全国で三百数十万社ある中小零
細企業の中で組合組織は約37,000弱、さらに企業
組合は“1,800”社程度という、超レアな企業体と
なっています。


