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2021～2022年度 テーマ SERVE TO CHANGE LIVES　̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
2021～2022年度 R.I.会長 シェカール・メータ （カルカッターマハナガルRC／インド・西ベンガル州）

会　長：菅沼宏比古　　　　幹　事：廣瀬　章博
事務所：佐世保市島瀬町10-12  十八親和銀行 佐世保本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：レオプラザホテル佐世保（毎週水曜日） TEL 0956-22-4141
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　3 7 28 3,425 4

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 25 名）・出席 49 名・欠席 27 名・ビジター 0 名・出席率 64.47 ％

《 7月14日》会員数 75 名（出席免除会員 24 名）・出席 57 名・欠席 18 名・メークアップ 1 名・修正出席率 77.33 ％

会 長 挨 拶
副会長　米倉洋一郎

会長挨拶代読
　皆さま、こんにちは。
　今日は新潟と大阪に出張し
ており出席できず申し訳あり
ません。
　東京オリンピックは日本選手のメダル
ラッシュで盛り上がっています。今後の活
躍に期待しているところです。
　そのような中、地味にインターハイ北信
越大会が行われています。昨年はコロナの
影響で中止され大変残念でしたが、今年は
感染対策が強化され開催されています。長
崎県勢すべてのチームが健闘している様子
を見て、次のオリンピック選手がこの中か
ら出てくることになると思うと、全ての子
どもたちにエールを送りたいです。
　さて、今日の例会から森勝之さんの後任
としてホテルオークラJRハウステンボス代
表取締役の岩崎正俊さんが入会されます。
心より歓迎いたします。
　今日の卓話は新会員　田村康弘さんです。
最後までよろしくお願いいたします。
　また、前回の例会でお伝えしたように、
例会場の都合で来週8月4日㈬の例会は休会
となります。ご迷惑をおかけしますが、よ
ろしくお願いいたします。

入　会　式
■岩崎　正俊 さん
　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　代表取締役社長
　推薦者／福田　金治 さん（カウンセラー）
　　　　　橘髙　克和 さん
　委員会配属／出席・例会委員会
　　　　　　　ローターアクト委員会
新入会員挨拶
　ホテルオークラJRハウステンボスの岩崎
です。
　この度は、歴史ある佐世保ロータリーク
ラブに入会させていただきまして、ありが
とうございます。
　また、地元佐世保のロータリークラブと
いうことで更に嬉しく思います。
　精一杯、頑張りたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
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例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．ラホヤRC
 会長　Cynthia L Goodman さん
　創立70周年祝辞

2．ロータリー日本事務局
 事務局長　小林　宏明 さん
　日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ
　8月31日まで在宅勤務延長

3． 地区RA委員長 　高松　茂信 さん
　ホスト　長崎国際大学RAC会長
 神山　由梨 さん
　アクトの日・ロータリー奉仕デーのご案内
　日　程／令和3年9月19日㈰
　　　　　11：00〜12：00　RA会長幹事会
　　　　　13：50〜14：50　 ロータリー奉仕

デーの活動（河
川の清掃）

　　　　　15：00〜17：00　 アクトの日（ボ
ウリング）

　場　所／ザ・パラダイスガーデンサセボ
　登録料／全日程参加 4,000円
　　　　　アクトの日のみ 2,000円

4．ハウステンボス佐世保RC
　 「クラブ現況と活動報告書、前年度活動実

績報告書」が届きました。

5． 佐世保学園
　意見発表会の実施内容

朗遊会より
 前年度朗遊会幹事　坂元　　崇
「第4回朗遊会」開催のご案内
　日程／令和3年7月31日㈯
　時間／スタート11：19〜
　　　　（集合11：00）
　場所／佐世保カントリークラブ
　　　　石盛岳コース
　　　　TEL 0956-49-5654
　参加費／2,000円

慶　　　祝
親睦活動委員会　水元　誠太

○結婚記念月のお祝い
　船越　　温・由美子 さん ご夫妻（ 7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）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　内海　暢邦

船越　　温 さん、萩原多恵士 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
とうございました。

米倉洋一郎 副会長、廣瀬　章博 幹事
谷川　辰巳 副幹事、筒井　和彦 さん
内海　暢邦 さん、福田　金治 さん
坂根　　毅 さん、永瀬　徳豊 さん
草津　栄良 さん、中島　　顕 さん
松本　祐明 さん、西田　勝彦 さん
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福田　金吾 さん、坂本　　敏 さん
松尾　　貴 さん、中村　真弥 さん
大神　吉史 さん、古賀　　巖 さん
増本　一也 さん、松尾　文隆 さん
坂元　　崇 さん、池田　真秀 さん
田中丸善保 さん、安部　雅隆 さん
水元　誠太 さん、木村　公康 さん
安福　竜介 さん、船越　　温 さん
納所　佳民 さん、陣内　純英 さん
円田　浩司 さん、中村　徳裕 さん
大久保利博 さん、長野　哲也 さん
　新会員 田村康弘さんの卓話に期待して、
ニコニコします。

◇
ニコニコボックス 本日合計 37,000円
 累　　計 107,500円

歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純

「夏の思い出」
作詞：江間章子
作曲：中田喜直

　各界を代表する黄金コンビにより作成されたため、
1949年（昭和24年）6月13日にNHKのラジオ番組『ラジ
オ歌謡』にて石井好子の歌で放送されるや否や、瞬く間
に多くの日本人の心を捕え、その後、曲中に現れる尾瀬
の人気は飛躍的に高まった。

卓　　　話
「銀行員生活の振り返り」

新会員　田村　康弘
（㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長）

　私は、1972年2月生まれの
49歳です。出身は愛知県で、
2020年10月に北海道札幌市か
ら佐世保市に異動しました。
これまで8都道府県、愛知県、
青森県、東京都、奈良県、滋賀県、福岡県、
北海道、長崎県の銀行店舗を経験させてい
ただきました。
　私が商工中金に入庫した1994年当時は、
バブル経済が崩壊した厳しい状況にあった
と記憶しています。それから27年間、同じ

会社で勤務させていただいております。
　この27年間で銀行業界は大きく変化し、
お客様の資金調達手段や経営ニーズも多様
化しています。銀行業界は、旧来のビジネ
スモデルだけではお客さまの日々変化する
多様なニーズに応えきれない時代へと変化
しています。また、銀行業界は、デジタル
による産業構造の破壊的変化の影響が渦の
ように業界を巻き込んでいます。新型コロ
ナウイルス感染症拡大によりその流れが一
段と加速化し、銀行のビジネスモデル、従
来型店舗の見直し、働き方改革が急務とな
っています。
　さて、私の最初の振り出し店舗が熱田支
店だったこともあり、熱田支店には、転勤
族ではめずらしく三重県の実家から電車で
通勤していました。熱田支店で6年勤務した
後、人生初の転勤を経験します。最初の転
勤地は、青森県にある青森支店で、2000年
から2006年まで過ごしました。青森での6年
間は、苦労の連続でした。特に苦労したのは、

「雪」です。青森市は、「世界一雪が積もる
人口30万都市」と言われる有数の豪雪地帯
で、1日3回の除雪作業、雪道（地吹雪、ホ
ワイトアウト、アイスバーン）の運転など
仕事も生活も命がけの生活が続きました。
　青森での6年間はとても長く感じました
が、青森から東京に転勤後、青森県の歴史、
文化、観光、自然などの多分野にわたり 
青森通を認定する試験「あおもり検定」を
受験するなど、私にとって青森県は「第二
の故郷」と呼べる場所、大切な思い出とな
っています。
　転勤は人生を左右する一大イベントです。
人生がリセットされ、新たな気持ちで新生
活をスタートすることになります。北海道
から沖縄までの全国転勤になりますので当
然苦労は伴いますが、苦労を乗り越えるポ
イントは、「お客さまのために本気で仕事を
する」、この想いを持ち続けることに尽きま
す。但し、家族には引っ越し、転校、生活
などで相当な苦労をかけてしまいました。
　最後に、最近の商工中金について触れた
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クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・水元　誠太
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　田村　康弘・中村　真弥

（今週の担当：水元　誠太　カメラ担当：中村　真弥）

いと思います。2020年8月より、従業員の
気持ちと社長の想いをつなぐ「幸せデザイ
ンサーベイ」の新サービスをスタートしま
した。従業員の皆さまに幸せに関する約100
問のアンケートにお答えいただき、その結
果をレポートとして還元、従業員の気持ち
をレポートにして社長さまにお届けするも
のです。2021年3月時点で、商工中金のお客
さま181社が導入し、幸せな会社づくりに向
けて動き始めています。また、サーベイの
結果を用い、従業員一人ひとりが会社のこ
とを自分事として考えることで、みんなで
幸せな会社づくりに取り組む「幸せデザイ
ンワークショップ」もサポートしています。
幸せな会社の未来を考えるきっかけにして
いただけると幸いです。

クラブ協議会

■会計報告
会計　井手　孝邦

　詳細は、「クラブ現況、活
動計画および報告書」をご覧
ください。

＊今後の例会予定＊ 
8月 4日　休会
 　11日　休会
 　18日　山本規仁第5グループガバナー補佐
 　　　　訪問クラブ協議会
 　25日　塚㟢　寛ガバナー公式訪問

＊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＊
夏季休業期間のため休会中

（次回開催は10月上旬の予定）

＊ 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。


