
会長　中島　祥一君
少しずつ太陽が強さを増してきているよう

な感じがします。皆様はいかがでしょうか。
私は冬が苦手ですから、すべての自然が燃え
立つ春が早く来てほしいと思っています。

尖閣諸島付近が騒がしいですね。日本の排
他的経済水域内で、中国の海洋調査船「東方
紅2号」が調査活動を行っています。あれだ
け抗議しても一向にやめようとしない海洋調
査。尖閣諸島は中国古来の領土などといって
います。やはり日本には力がないのでしょう
か。

最近、速読のすすめが流行っていますが、
私はどうしても早く読めません。仕方ないの
で、辞書を片手にじっくり読書を決め込んで
います。最近のお勧めは「星の王子様」「花
は桜木」「エキスペリエンツ7」です。中でも

「エキスペリエンツ7」は、商店街復活の物語、
少し尻つぼみでしたが、大変面白く読みまし
た。

さて、温暖化による海面上昇が今後かなり
深刻になるようです。政治不信もかなり深刻。
まさに、日本沈没があるのでしょうか。

○国歌「君が代」斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者

親和銀行常務取締役　新名　孝至 様
○ビジター

佐世保南RC 圓田　　治 君
○ゲスト
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幹事　富永　雅弘君

１．ロータリーの友委員会
委員長　神埼　正陳君

2007-2008年度版 ロータリー手帳お買い上
げのお願い

1部　630円（5月下旬出来上がり予定）

２．譛ロータリー米山記念奨学会事務局
インターネット調査
調査期間／2007年2月1日～2月20日
調査専用サイトにアクセスをお願いいたし
ます。
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/

questionnaire/rotarian/

３．国際ロータリー第2740地区ガバナー事務所
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幹 事 報 告

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 
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が開催され、佐世保RCからは西海学園高校
インターアクトクラブ会長 佐竹美保さん、
副会長 平田恵美さんと私が出席しました。

「今後のクラブ運営について、他クラブと意
見交換ができ、有意義な時間とすることがで
きました」との佐竹会長の感想でした。

F田　俊夫君
母が先週亡くなりました。88歳でした。

本人の希望により身内だけで葬儀をいたし
ました。

親睦活動委員会　原口　増穂君

佐世保南RC 圓田　　治君
久しぶりの佐世保クラブ訪問です。よろし

くお願いします。

中島　祥一会長、富永　雅弘幹事
池田　　豊君、藤井　　隆君、坂田　慎吾君
梅村　良輔君、F田　俊夫君

親和銀行 常務取締役 新名孝至様の卓話に
期待して。

武井　洋一君
昨年8月、長崎労災病院で変形性足関節症

（左足首）の手術を受けました。以来半年、
私の左足には長い金属棒が入っています。ま
だステッキが必要です。3時間半もの手術を
受け、1ヵ月も入院したのは初めてですが、
病気なんかするものではないです。特に手術
はもう受けたくありません。ドクターと付き
合うのも億劫になりました。私自身医者とも
あろうものがです。

その上、聞くも涙語るも涙の物語がありま
す。保険財政の厳しき折柄、私はまだまだリ
ハビリが必要なのですが、術後150日経った
からと、週2回勤勉に通っていた労災病院の
リハビリ室から追い出されてしまいました。
治っても治らなくとも１つの医療機関では期
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①韓国 東浦項ロータリークラブより姉妹
クラブ締結依頼について、希望クラブを
探されています。

②国際青少年交換委員長 瀬戸口智彦 君
盧国際青少年交換学生及びROTEXの交

流会のご案内
日時／2007年2月12日（月・祭日）

11:30～13:30
場所／ホテルセンリュウ（諫早市）

盪第3回国際青少年交換学生オリエンテ
ーションのご案内
日時／2007年3月18日豸

13:00～16:00
場所／長崎全日空ホテルグラバーヒル2階

③ホームページ更新のお知らせ

４．第2740地区ガバナーエレクト
野口　　清君

国際協議会ご出席先よりはがき

５．第2740地区ガバナーエレクト
野口　　清君

次年度主要地区行事日程のお知らせと次年
度会長・幹事名の報告について（お願い）

６．指定休会日の変更
5月2日貉→ 4月18日貉
ラホヤRC訪問の為

■財団奨学・米山委員会
委員長　川冨　正弘君

武井洋一会員より譛ロータリー米山記念奨
学会への寄付をいただきました。

■インターアクト委員会
副委員長　小川　　洋君

後期インターアクトクラブ指導者研修会

2月3日貍、武雄市文化会館にて上記研修会

委 員 会 報 告

その他の報告

ニコニコボックス
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限があります。厚労省も私の様にまだまだ明
らかにリハビリが必要な患者には目を瞑る器
量が欲しいものです。

半年以上例会を休み、奉仕事業にも参加で
きずにご迷惑かけました。罪滅ぼしに米山奨
学金に寄付させて頂きます。有り難うござい
ます。

安部　直樹君
2月24日、IMに私がパネラーで予定され

ておりましたが、4月、アメリカで行われま
す規程審議会の打ち合わせが東京であり、
IMに出席できなくなりました。申し訳あり
ません。

福田　金治君（SAA）
先週の例会で、食事後のコーヒーのサービ

スが一部の会員にできませんでした。コーヒ
ーのサービスを受けられなかった会員の方に
は大変申し訳ありませんでした。今後は十分
注意いたします。

川冨　正弘君
武井洋一会員の米山への寄付で、米山委員

会の仕事をさせてもらいました。

田中丸善弥君
前年度地区交換学生　マリア・ファロミル・

橋本さんからメールが入りましたのでご報告
します。

田中丸善弥様
お元気ですか？随分長いこと連絡してい

ませんでしたね…皆様、素晴らしいクリス
マス、そして新年を迎えられたことと思い
ます。貴方からのクリスマスカードは昨日
届きました。ありがとうございます。

私は元気にしています。クリスマスは家
族と過ごし、新年は友人たちと過ごしまし
た。今、私は英会話学校の仕事をしており
ます。お給料はあまり多くはありませんが、
今年の夏に、出来たら日本に行けたら…と
お金を貯めているところです。

せつこさんが“おめでた”のニュースは
ご存知ですか？私はとても嬉しいです。

では、貴方や未奈ちゃんが元気でありま
すように祈っております。また、メキシコ
へ来られる計画はどうなりましたか？私も
家族も（お目に掛かるのを）楽しみにして
います。（佐世保の）皆様のことを懐かしく
思っています。

ご連絡お待ちしております。
2007年2月6日

メキシコへクリスマスカードを11月中旬に
出しましたが、昨日?? 着いたとのことです!

紹介　プログラム委員会　藤井　　隆君

『私を変えた出会い』

株式会社　親和銀行　　　
常務取締役　新名　孝至様

親和銀行の新名でございます。弊行OBで
あります藤井隆様からお声がけを頂き、今回、
例会で何か話して欲しいとのご依頼がござい
ましたので、お引き受けした次第です。

昨年11月に常務取締役に就任しまして約3
ヵ月が過ぎましたが、業務に忙殺されており、
なかなかこの「新参の若造」が地域の皆様に
広くご挨拶させて頂ける機会も少なかったた
め、私の経歴・経験とその中での数々の印象
的な出会いについてお話させて頂きたいと思
います。

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 638,000円

◇
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（今週の担当　古賀　　巖）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

出身は石川県金沢市です。祖父は金沢のロ
ータリークラブに長年参加させて頂いてお
り、私も幼い頃、ロータリーのクリスマスパ
ーティーで「手に手つないで～」と歌ったこ
とを懐かしく覚えております。

銀行に就職後、1994年から住専問題の担当
になり、以来、不良債権処理・事業再生に12
年間以上関わって参りました。途中、銀行か
ら整理回収機構（RCC）に出向する機会を得
たことは、私にとって大変貴重な体験となり
ました。

ご存知の通り、当時RCCの社長は弁護士の
中坊公平氏でした。中坊氏は「国民に二次ロ
ス負担をかけない」という公約を掲げ、単身
RCCに乗り込んで来ました。その後3年間、
中坊氏の近くで不良債権処理・事業再生の実
例を直に見て参りました。

この中坊氏との出会いは、これまでの私の
人生の中で最大の転機となる出会いでした。
RCCでの経験を通じて、危機的状況にあって
は「徹底した現場主義」・「トップダウンに
よる意思決定」がいかに大切であるかを感じ
ました。

また、外資系証券会社に転職したときには、
多数のゴルフ場・旅館等の事業再生に関わり
ました。外資系の企業はよく日本の企業と比
較されますが、職場で多数の日本人が働いて
いる訳ですから、日本の企業とそんなに変わ
りはないというのが私の印象です。

ただし、より役割・処遇・給与体系等が個
人別に明確になっていることはご想像の通り
です。言葉の問題もあり当時はよく失敗をし
ていましたが、ある失敗体験を通じて、経営
トップの仕事とは究極的には「決めること」
であることを痛感させられました。

私の仕えた2人の経営トップ、中坊氏も外
人マネージャーも、「トップが現状を良く理
解してスピードある決断を行う」という行動
には変わりはなかったのです。

また、これは印象面の話ですが、2人に共
通していたのは「明るくエネルギッシュであ
る」ということです。厳しいビジネスの世界
で、人をひきつけ組織全体で目的を達成する
には、大切な素養なのかもしれません。私も、
微力ではありますが、地域経済の発展と豊か
な地域社会づくり、そして親和銀行自体の再
生に貢献できるよう「明るく元気に一生懸命」
努力したいと考えております。

最後になりますが、今日この佐世保ロータ
リークラブでの皆様との出会いを契機に、今
後ともご指導ご鞭撻賜れればと思っておりま
す。末永くよろしくお願い致します。

＊次回例会予告＊

卓話　　長崎県北振興局　入江局長　


