
台南扶輪社　社長　黄　富雄（Tomi）
Huang. Fu Hsiung

当クラブ1992-1993年度会長 楊　再礼様
（Etiquette・1928年1月生）が病気療養中、9
月2日にご逝去されました。ここに生前のご
厚誼を深謝申しあげます。
なお、告別式は9月13日貍 午前8:30、台南

市立殯葬管理所至徳庁において挙行されま
す。謹んでお知らせ申しあげます。

会長　遠田　公夫君
空の雲がいつの間にか入道雲からいわし雲
に変わり、そろそろ栗・松茸も献立に入り込
む食欲の秋、私共のクラブにはドクターがた
くさんおられますので、メタボ相談する季節
でもあります。

さて、9月3日、SAA米倉理事を講師に迎え、
菅沼委員長率いる親睦活動委員会と田中委員
長率いる出席委員会の合同研修会が開催され
ました。両委員会を兼務する会員も多く、18
名の皆様に出席頂きましたが、会長挨拶もそ
こそこに、急遽、新入会員5名の歓迎会も兼
ねる事になり、研修会はいきなり宴会モード。
新人と言っても、見るからに新人は、東京海
上日動火災の小川さんと、九州ワークの納所
さんのみ、残りの方は新人とは名ばかりで、
親和銀行の鬼木さん、NTTの池田さん、SSK
の加藤さんは、もう10年以上在籍者と変わら
ぬ風貌で、新人さんがベテランを励ます会に
なってしまいそうでした。が、米倉理事の講
習会が始まり、魚市場で鍛えた声が聞こえる
と、さすが全員が耳を傾け、会場の雰囲気は
一変、長年、裏方をやって来ているだけに、
発言の一言、一言に説得力がありました。曰
く、佐世保RCのしきたり・マナー、行事へ
の参加要請、ロータリーで下働きを体験しよ
う、果ては、ゴルフマナーにまで話が及び、
愉快な研修会になりました。参加された皆様
に感謝申しあげ、今後も互いに気配りし、楽
しい佐世保ロータリーの礎を築いてください
ますよう、よろしくお願い致します。
ところで皆様、九州デザインシャレット

2008という活動が、街中やポールネ地区で、
今週いっぱい開催されているのはご存知です
か？明治の海軍鎮守府設置以降、その面影を
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残すSSKや米軍基地が今もありますが、佐世
保の歴史の中で流行廃りのない、佐世保
Styleの文化・建造物を生かした22世紀につ
ながる町のデザインを作っていこうと、全国
から土木・建築・都市計画・街作りを学ぶ学
生・若手技術者が集まりシャレット、つまり
専門家が集まり短期集中型の研究会で議論し
提案するというスタイルを通して、街を考え、
形にし、市民との対話をとおして、本当の意
味で利用者に愛される公共空間を作り、市民
に提案する、そんな活動です。街中でそんな
学生を見かけたら応援してあげてください。
9月14日 午後1時、市民文化ホールで九大や熊
大の学生や専門家による成果の発表、シンポ
ジウムがございます。是非、お越しください。
最後に、9月7日、佐世保街中ライブを開催、
駅前から3ヶ町までの街中で80のアーチスト
にジャズを始めとする演奏をお願い致しまし
たが、お陰様で大盛況でした。ジャズや音楽
を佐世保の町の魅力として、さらに全国発信
致しますので、ご支援をお願いし挨拶と致し
ます。

○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　木村　公康君
１．第2740地区　ガバナー事務所
RIニュース（訃報）
1983-84年RI会長 ウイリアムE. スケルトン
氏（89歳）が8月30日死去されました。ヴァー
ジニア工大、4Hプログラム責任者で前学部
長でした。

２．李東建国際ロータリー会長
ジョナサン・マジィアベ RIロータリー
財団管理委員長
ロータリー財団ニュースレター2008年8月号
「毎年あなたも100ドルを」2008年には年次
寄付最高額1億1千万ドルとなる。

３．特定非営利活動法人ロータリー日本財団
理事長　岩井　　敏様

9月10日付けをもちまして特定非営利活動
法人ロータリー日本財団を解散いたします。
一括20万円以上、教育目的の寄付に関しては
税制上の優遇措置を受けることができます。

４．第2740地区ガバナー 鈴木　泰彦君
大会実行委員長 圓田　　治君
2008-09年度 地区大会のご案内・記念懇親

ゴルフ大会開催のご案内
11月8日貍 ゴルフ大会
11月14日貊 RI会長代理歓迎晩餐会
11月15日貍・16日豸 本会議
（セルフボックスへ大会のご案内、個人登
録申込書を入れております）

５．第2740地区ガバナー事務所
ホームページ更新のお知らせ
9月3日、8日、9日

６．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
クラブ現況と活動計画書
前年度活動実績報告書

７．つくも苑 所長　松尾　康弘様
機関紙「展海」が届いております。

財団奨学・米山委員会
委員長　千住　雅博君

「地区国際奉仕部門研修セミナー

受講報告」

国際ロータリー第2740地区国
際奉仕部門研修セミナーへ参加
致しましたので報告します。
本セミナーは9月7日、武雄センチュリーホ
テルにおきまして開催されました。午後1時
に開会し、はじめに地区の役員の紹介があり、
ついでガバナー挨拶がありました。その後、
常田勝己 国際奉仕統括委員長による「国際
奉仕活動について」と題する講義を受け、さ
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らに森永　太ロータリー財団委員長による
「ロータリー財団セミナー」と題する講義を
受講しました。
休憩をはさんで、財団奨学・学友セミナー、
GSEセミナーに飯田満治会員が参加、私は米
山記念奨学部門セミナーに参加しました。約
4時間にわたる密度の濃い難解なる講義を受
け、午後5時に閉会となりました。

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君
○今月の誕生祝い

田川　邦男君（2日）
米倉洋一郎君（6日）
中川内眞三君（10日）
坂田　慎吾君（12日）
金氏嘉一郎君（13日）
田中丸善保君（19日）
安福鴻之助君（22日）
西村正一郎君（23日）

親睦活動委員会　鬼木　和夫君

遠田　公夫会長
アルカスSASEBO入口にカフェ・レストラン

「サザンクロス」をオープン致しました。ア
ルカスでのイベントに合わせて営業時間を対
応致しますが、ついでの時にお立ち寄りくだ
さい。尚、中川内さんの復帰を心よりお慶び
致します。

中川内眞三君
少々長めの夏休みをとり、しっかりと充電
してまいりました。その間、プログラム委員
会　西村副委員長には、卓話スケジュールの
調整で、大変ご迷惑をおかけしました。

遠田　公夫会長、木村　公康幹事
松尾　文隆副幹事、菅沼宏比古君
米倉洋一郎君、中川内眞三君
芹野　隆英君、長島　　正君
E富　誠也君、平尾　幸一君
富永　雅広君、梅村　良輔君
橘F 克和君、有薗　良太君
円田　　昭君、田中丸善弥君
斉藤　宏隆君
納所会員の卓話に期待します。

橘F 克和君
誕生祝いありがとうございます。（8月分

です）

田川　邦男君、米倉洋一郎君
中川内眞三君、金氏嘉一郎君
安福鴻之助君、西村正一郎君
誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 27,000円

累　　計 287,000円

◇

慶　　　祝
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雑誌委員会　平尾　幸一君

本日は、「クラブ雑誌委員長
用：ロータリーの友；手引き書」
および「2007年手続要覧」より
引用して、ロータリーの友に関
するお話をさせていただきます。

Ⅰ．「ロータリーの友」は口一タリーの地域

雑誌（機関誌）

ロータリーの友は、日本のロータリー34地
区のロータリークラブ会員のための地域雑誌
であり、国際ロータリー（RI）の理事会によ
り認可された。認可されるための要件は10項
目あり（「2007年手続要覧」25～26ページ）、
ロータリアンは有料購読者となり、会員であ
る限り購読を続けなければならない。

Ⅱ．編集方針・発行の目的

「ロータリー地域雑誌は、ロータリーのあ
らゆる面にわたってロータリーの綱領を推進
するために存在する」という『ロータリー章
典（注1）』を遵守し、編集方針と定めている。
発行の目的は、国内外のロータリー活動を
紹介し、各種のロータリー情報を掲載するこ
とにより、ロータリー精神の涵養（注2）、ロ
ータリー活動の発展に寄与することにある。
特に、「縦組み」のページは、ロータリアン
としての意見の開陳や経験談、職業上の知識
などを掲載して、ロータリアン同士が堂々と
議論し、交流を図る「広場という空間」を提
供している。この広場で、多くのロータリア
ンが旧交をあたため、新しい出会いを喜ぶ、
そんなロータリアンが行き交うことのできる
「友」をイメージしている。

（注1）ロータリー章典（Code of Policies，
Rotary）：RI理事会の一般的および永
続的な方針のすべてが含まれた文書。
RI組織規定文書を補足するもの。

（注2）涵養：自然に水がしみこむように徐々
に養い育てること。

Ⅲ．ロータリーの友の変遷

（1）創刊と名前の由来

1952年4月25日、大阪で開催された地区大
会で次年度から日本が2つの地区に分割され
ることが決定され、多くのロータリアンが寂
しさと期待が入り交じった複雑な気持ちであ
ったそうです。そのような気持ちから、2つ
の地区に分かれても連絡を密にするための共
通の機関誌の創刊が企画された。
創刊のための第2回準備会の投票により、

遠藤健三氏提案の「ロータリーの友」に決定
した。その由来は女性向け雑誌の「主婦の友」
からヒントを得たそうである。

（2）定価、広告等

創刊号～1962年12月号までの定価は100円
とし、創刊号から広告を取って予算不足を補
填した。その後の定価は、1974年12月号まで
は110円、1975年1月号から現在の200円（消
費税別）になった。この定価を維持するため
に、広告収入が一役かっている。
各号の編集には約3ヵ月を要し、2006－

2007年度は毎月約10万部が発行され、1ヵ月
の平均購読料は約2,086万円、広告料は約217
万円です。

Ⅳ．著作権・知的所有権等

ロータリーの友は発行部数が多いため、ロ
ータリーの友に掲載する場合、個人的使用の
範囲を超えている。従って、ロータリーの友
の原稿を書く場合、他人の文章を断りもなく
自分の意見と誤解を生じる書き方をすると、
著作権法違反になる恐れがあるので、それが
引用であることがわかるように書いて、必ず
その出典を明記しなければならない。
また、他人が撮った写真についても、撮影
者と写真の所有者に使用目的を告げて掲載許
可を取らなければならない。写真を使用した
い場合、ロータリーの友事務所に連絡して頂
ければ、掲載許可を取るお手伝いをしていた
だけます。

ロータリー3分間情報
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『ユニフォーム業界の現状と
展望について』

会員　納所　佳民君
（九州ワーク㈱）

1．会社概要

蘆昭和43年9月創業（40年／平成20年9月）
蘆資本金 3,000万
蘆年　商 12億6,000万

（第15期／平成20年2月末現在）
蘆本　社／佐世保（卸団地内）
蘆営業部／支店：長崎（卸センター内）

福岡支店
蘆店舗部（8店舗）
長崎県内6カ所／佐賀県伊万里市／
福岡県糟屋郡宇美町

2．企業理念

一、我々の理念は創意工夫と情熱を持ち、
絶えずお客様に感動と喜びを与え続け
る同士の集団である。

二、我々は『敬天愛人』の精神を忘れずに
人類、社会の進歩発展に貢献すること。

三、我々は仕事を面白く楽しく、業界の日
本一を目指す。

3．ユニフォームとは

それを着用することにより、下記の点にお
いて利益をもたらさなければならない。
①着用者の安全が確保されなければならな
い。
→安全性／機能性

②着用することにより集団の方向性が見いだ
されなくてはならない。
→CI企業の独自性

③着用された集団が地域にとけ込まなければ
ならない。
→調和／審美性

④着用した企業に利益をもたらすことができ

なければならない。
→広告性

⑤着用者の一人ひとりが差別なく日々の業務
に準じられなければならない。
→安心性

⑥着用者のTPO、また環境に合わせてコーデ
ィネートできなくてはならない。
→汎用性

⑦着用者が着用することにより、成長できる
ものでなくてはならない。
→教育／成長性

⑧着用することにより、年間着用費用が企業
利益の３％を目安としなくてはならない。
→損益性
しかし、企業の扱う内容に合わせてデザイ
ンされなければならない。
→デザイン性

⑨着用されたものは供給、管理されており、
環境に配慮されたものでなくてはならな
い。
→管理／環境性

⑩着用されたものには愛がなくてはならな
い。

4．我々には何が求められるか？

更なる付加価値を求めた企画とプレゼンテ
ーション能力
①防炎性にすぐれた素材
②消臭防臭素材
例／㈱クリーンマット様

③アディダスの「走れるセーフティシューズ」
④ブランドとタイアップ
ルコックスポルティフ／ワコール
ゴアテックジャパンのレインウエアー

5．これからの課題

多様化するユーザー
異業種からの業界参入（ユニクロ　etc）
製造メーカーの直販（特に東京・大阪など）
大手販社（M社など）の全国展開

卓　　話
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（今週の担当　才木　邦夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話　　　2740地区RAC前代表
折敷瀬亜紗美さん
（鹿島RAC会員）

A／環境問題への取り組み
①リサイクル商品の販売（ペットボトル
のリサイクル素材の活用）
②捨てる商品からリサイクルへ（固形燃
料／遮音素材など）

B／買うから借りる
①ユニフォームのレンタル
②リユース（購入後の商品管理／従業員
の入退社が多い企業様）

C／生産場所の確保
①中国工場以外でのリスク軽減（コスト
増／環境問題etc）
②タイムリーな商品供給の確保（プライ
ベートブランドの生産）

6．BCB（Business Continuity Plan）事業継

続計画

企業は、災害や事故で被害を受けても、取
引先等の利害関係者から、重要業務が中断し
ないこと、中断しても可能な限り短い期間で
再開することが望まれている。また、事業継
続は企業自らにとっても、重要業務中断に伴
う顧客の他社への流出、マーケットシェアの
低下、企業評価の低下などから企業を守る経
営レベルの戦略的課題と位置付けられる。こ
の事業継続を追及する計画を「事業継続計画」
と呼ぶ。

蘆事業継続と共に求められる3項目
１、生命の安全確保
２、二次災害の防止
３、地域貢献・地域との共生

蘆日本における主なリスク
大規模地震／新型インフルエンザ


