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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）
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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　早いもので今日から師走。
一気に冷え込み、真冬の寒さ
が身に染みる時季となりまし
た。皆さんいかがお過ごしで
しょうか。コロナは、オミクロンという新
しい変異株が世界を震撼とさせていますが、
我が日本では、水際対策として全世界から
の入国を制限されました。しかし、昨日、
日本での感染者が確認されたことが報道さ
れました。全国に広がらないことを祈りた
いものです。
　さて、先週土曜日に出島メッセ長崎で地
区大会が開催され、本クラブからは、会長
私と幹事の廣瀬章博さん、副幹事の谷川辰
巳さん、パストガバナーの安部直樹さん、
福田金治さん、次期会長の中村徳裕さん、
そして井上斉爾さん、福田金吾さん、指山
立さんの9名で参加いたしました。たいへん
お疲れ様でした。詳しい報告は後程いたし
ます。
　本日は、年次総会を実施いたします。また、
卓話は、西部ガス佐世保の大塚隆夫さんに
お願いしております。楽しみにしておりま
す。よろしくお願いいたします。
　最後になりますが、来週（12月8日）の例
会よりレオプラザホテルで行います。あち
らこちらと例会場変更をし、混乱を招いて
いることをお詫び申し上げます。

　フラッグスのスタッフの皆さん、ありが
とうございました。
　本日の例会も、最後までよろしくお願い
いたします。

〔理事会報告〕
○�新会員研修会並びに歓迎懇親会収支報告
について
○�12月11日に行われます忘年家族会計画書
について
○�1月12日に行いますクラブ協議会について
○�1月26日に行われます長寿祈願祭、並びに
祝賀会計画書について

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．ガバナーエレクト	 上村　春甫	さん
　次年度地区幹事	 山下　雄司	さん
　2022-2023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
　　　　　　2022年2月27日㈰ 地区関係者
　会長エレクト研修セミナー
　　　　　　2022年3月13日㈰
　地区研修・協議会
　　　　　　2022年4月24日㈰

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 48 名・欠席 28 名・ビジター 0 名・出席率 63.15 ％

《11月17日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 45 名・欠席 31 名・メークアップ 0 名・修正出席率 76.27 ％
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　地区大会　2022年11月25日㈮〜26日㈯

2．RI第2740地区2021-2022年度
　ガバナー	 塚㟢　　寛	さん
　地区大会実行委員長	 植松　俊徳	さん
　地区大会ご出席並びにご協力の御礼

3．	国際ロータリー日本事務局財団室
　財団室NEWS 2021年12月号

委員会報告
■親睦活動委員会	 副委員長　内海　暢邦
　来たる、12月11日㈯ホテル
オークラJRハウステンボス様
におきまして、待ちに待った
忘年家族会が開催されます。
出欠返信がまだまだ少ないよ
うですので皆様早めの返信お願い致します。
多くの皆様のご出席お待ちしております。

■ローターアクト委員会	 委員長　指山　　立
　ローターアクト委員長の指山
です。去る11月27日㈯、長崎
市出島メッセで開催されまし
た2740地区の地区大会へ青少
年奉仕委員長の福田金吾さん
と、長崎国際大学ローターアクトクラブ会
長の神山会長と参加してきました。往復の
車内では、どうやったら会員を増強できる
のかなど話をたくさんする良い機会になり
ました。また、一緒にお付き合いいただい
た井上斉爾さんにも大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。

■地区大会表彰	 会長　菅沼宏比古
　地区大会の中で、個人表彰として
　50年以上在籍
　田中丸善保�さん

　恒久基金認定者
　池田　　豊�さん、福田　金治�さん

　が受賞されました。おめでとうございます。

年 次 総 会
　定足数確認ののち、菅沼会長を議長とし
て年次総会を開催

会長指名委員会	 代表　福田　金治
　令和3年10月27日、会長指名委員会を開催
し、佐世保ロータリークラブ2023年〜2024
年度会長に、円田浩司会員を選出したこと
をご報告します。
第1号議案
　2023〜24年度会長承認の件2023〜24年度
会長に、円田浩司さんを指名。満場一致で
承認。
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2023-2024年度　会長挨拶
	 会長ノミニー　円田　浩司
　この度、2023年〜2024年度
第74代佐世保ロータリークラ
ブ会長にご指名いただきまし
た円田浩司です。
　皆さまにご承認いただきあ
りがとうございます。
　会長の役を精一杯務めて参りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

第2号議案
　2022〜23年度理事及び役員・監事選出の件
2022-2023年度　会長挨拶
	 会長エレクト　中村　徳裕
　次年度の役員・理事・監事につきまして、
これから候補者の皆さんをご紹介いたしま
す。皆さまのご指導ご協力をいただきなが
ら、楽しく充実したロータリーの機会をつ
くっていきたいと考えております。皆さま
ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいた
します。

2022-2023年度 佐世保ロータリークラブ
役員・理事及び監事

【理事会】
【役員】
会　　長　中村　徳裕　　直前会長　菅沼宏比古

次期会長　円田　浩司　　副 会 長　大久保利博

幹　　事　福田　金吾　　会　　計　筒井　和彦

会場監督　黒木　政純

【理事】
理　　事　　　　　　　　　　　　　増本　一也

クラブ管理運営委員会　　　委員長　芹野　隆英

奉仕プロジェクト委員会　　委員長　納所　佳民

青少年奉仕委員会　　　　　委員長　坂元　　崇

会員増強委員会　　　　　　委員長　池田　真秀

公共イメージ委員会　　　　委員長　松尾　文隆

ロータリー財団委員会　　　委員長　大神　吉史

親睦活動委員会　　　　　　委員長　安福　竜介

副 幹 事　　　　　　　　　　　　　安部　雅隆

【監　事】
監　事　木村　公康　　　　監　事　加納洋二郎

　ステージ前に整列された候補者は、会場
の会員の皆様の拍手によって次年度の理事
役員・監事として満場一致で承認。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　内海　暢邦

加納洋二郎 さん
　先週の70周年記念誌の配布をもって佐世
保RCの周年記念事業の終結となりましたこ
と。円田実行委員長はじめ最後まで携わっ
て頂いた委員会の皆様、そして会員の皆様、
大変お疲れ様でした。何分にも年間通じて
の、とにかく前例のない環境下でありまし
たが、その歴史も事実として今後脈々と受
け継がれていくことと思います。それなり
に大変良い経験をさせて頂きました。皆様
の常に前向きなご協力に対し、改めて感謝
申し上げます。先週は大切な例会に欠席し
てしまい申し訳ありませんでした。

福田　金治 さん
　11月27日の家内の命日に、供物を頂きま
した。ありがとうございました。

田中丸善保 さん
　地区大会で個人表彰（50年以上在籍）を
頂きありがとうございました。
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菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
草津　栄良 さん、谷川　辰巳 副幹事
内海　暢邦 さん、福田　金治 さん
永瀬　徳豊 さん、庭木　香充 さん
円田　浩司 さん、岩崎　正俊 さん
大神　吉史 さん、松本　祐明 さん
鈴木　清輝 さん、西田　勝彦 さん
長野　哲也 さん、大久保利博 さん
橘髙　克和 さん、米倉洋一郎 さん
福田　金吾 さん、増本　一也 さん
加納洋二郎 さん、安福　竜介 さん
筒井　和彦 さん、田中丸善保 さん
池田　真秀 さん、船越　　温 さん
松尾　文隆 さん
　新会員大塚隆夫さんの卓話に期待して、
ニコニコいたします。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 31,000円
� 累　　計� 275,500円

卓　　　話
「新生 西部ガス佐世保」

新会員　大塚　隆夫
（西部ガス佐世保㈱　代表取締役社長）

　これまで当社は佐世保地区に
おいて「西部ガス佐世保支店」
あるいは「西部ガス佐世保営業
部」として事業を行ってきまし
たが、この4月より「西部ガス
佐世保 株式会社」として、分社化してスター
トいたしました。本日は皆さん方に当社 西部
ガス佐世保のPRをさせていただきたいと思い
ます。
　まずは、西部ガス佐世保の誕生に至る経緯
からお話しします。
　平成10年代半ばから、全国的にオール電化
住宅が増加してきました。新築既築を問わず、
驚異的なペース増加していきました。途中、

東日本大震災による原発事故によって多少勢
いは衰えたものの、現在も新築戸建て住宅に
ついてはオール電化住宅が主流になっていま
す。そして、2016年から「電力小売自由化」、
2017年から「ガス小売自由化」が始まり、住
宅分野のエネルギー獲得競争が激化していま
す。
　特に西部ガスにとっては、「ガス小売自由化」
によって九州電力がガス小売りを開始し、現
在までに13万件弱のお客さまを失ってしまっ
たのは大きな痛手となっています。今のとこ
ろ西部ガスの供給エリアでは福岡・北九州地
区に限定された状況ですが、経営に対するダ
メージは大きいと言わざるを得ません。一方
では、これに対抗するために西部ガスも西部
ガス電気の販売を強化しています。
　わが社（グループ）の収益のベースは、ガ
ス供給事業でありますので、しっかりとお客
さま戸数・販売量を維持していく必要があり
ます。一方、それと同時に現在目指している
のが、西部ガスグループとしてガスエネルギ
ー以外の分野で売上の半分を稼いでいこうと
いうものです。特に、不動産分野に力を入れ
ています。
　そのために、「グループ体制の強化」を目的
に西部ガスグループはホールディングス体制
に体制変更を行うとともに「地域社会の設立」
を行い、「地域におけるガスエネルギー事業の
効率的な運営とサービス品質の向上」を目指
すこととなりました。西部ガス佐世保は、そ
の地域会社の1社であります。
　今回の体制変更で、地域会社の役割として
これまでの西部ガス佐世保支店の時代と大き
く変わったのが、旧体制下ではなかった「LP
ガス販売」と「検針・保安点検」業務が付加
されたところです。地域社会として、より多
くのお客様接点業務を受け持ち、お客さまサ
ービスを進化させる狙いがあります。
　また、西部ガス佐世保は万津町に本社、針
尾の佐世保工場、早苗町と吉岡町に南事業所、
北事業所の4拠点体制で業務を行っています。
そして、現在のお客さま戸数、都市ガス約
38,500戸、LPガス約11,000戸の、合わせて約
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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・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：池田　真秀）

＊今後の例会予定＊�

12月 8日� 卓話　会員　中川　知之�さん

　　15日� 卓話　会員　井上　斉爾�さん

　　22日� 卓話　（一社）佐世保青年会議所

� 理事長　山縣　昌彦�様

　　29日� 指定休会

 1月 5日� 指定休会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

12月11日㈯　佐世保市交通遺児支援街頭募金

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

未定

＊�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。

49,500戸となっています。そして、西部ガス
電気が、約5,500戸となっています。
　最後に、西部ガス佐世保としてのこれから
の取り組みです。西部ガスグループビジョン
2030がこの11月に発表されましたが、その中
で、「『人を、街を、社会をつなぎ、未来をつくる』
つながりをチカラに、未来を変える価値創造
に挑み　持続可能で豊かな社会の実現をリー
ドします」という西部ガスグループのありた
い姿を掲げました。我が西部ガス佐世保にお
いても、このグループビジョンの方針に則り、
地域のエネルギー企業として、より地域に根
差した会社づくり、人づくりを進めていきま
す。
　我々の挑戦は始まったばかりではあります
が、目標に対し真摯に取り組み、佐世保地区
の皆様に選ばれ続ける企業を目指していきた
いと考えております。
　皆様方からもご支援を賜りたいと思ってお
りますので、これからも、どうぞよろしくお
願いいたします。


