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■坂
さかもと

元　　崇
たかし

さん
　㈱坂元木工工芸　代表取締役

　推薦者：梅村　良輔会員
　　　　　安福鴻之助会員
　カウンセラー：梅村　良輔会員

　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

 幹事　円田　浩司さん
１．ロータリー日本財団　理事長　千　玄室さん
　 長島　正会長へ、ポリオ・
　プラス寄付表彰ピン贈呈

２．RI第2740地区ガバナー	 福元　祐二さん
　東日本大震災復興支援 寄付依頼について
　 　 福島県、国際ロータリー2630地区新クラブ

立ち上げの記念事業として、子どもたちへ
の奨学金支給を行う。

　　お一人 2,000円以上を目標　1月末まで

■公共イメージ委員会	 委員長　木村　公康さん
　本日16時よりレオプラザホテル佐世保におき
まして、新会員研修会を行います。11名の新
会員の参加で行いますので、宜しくお願いしま
す。又、18時30分より歓迎懇親会を行いますの
で、多くの方々のご参加をお願いします。

 会長　長島　　正さん
　皆さん、こんにちは。今日で11
月最後の例会となります。19日、
台南RCとの姉妹クラブ締結更新を
無事に済ませて参りました。ご同
行の皆様、大変お疲れ様でした。
　18時30分からの例会に先立ち、台南駅から直
行で、故 郭　國銓(GYNE)パスト会長のご自宅
へ伺い、ご霊前にお参りさせて頂きました。台
南RCへ訪問した時はいつも親身に我々のお世話
をして頂き、毎年自作の油絵のカレンダーを送
ってくださるなど思い出多い方でした。心から
ご冥福をお祈り致します。
　さて、本日16時より「新会員セミナー」を開催
いたします。引き続き18時30分より「新会員歓
迎懇親会」をレオプラザホテル佐世保で行いま
す。新会員そして担当される会員の皆様方には
長時間の行事となりますが、どうぞ宜しくお願
い致しまして挨拶と致します。ありがとうござ
いました。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　トータルビジネスマネジメント㈱
　マネジメントコンサルタント兼代表取締役社長

　　頴
え が わ

川　武
た け し

司 様
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この他、
◦ 西条RC　金子貞行さんの〈世界中とのつなが

りを実感〉
　 初めての海外旅行で、奥さんと2人でワイキキ

RCの例会に参加して素晴らしい雰囲気で海外
メークアップができた体験

◦ 熊本RC　小野友道さんの〈誇りを感じるとき〉
　 ポリオ撲滅に貢献しているロータリーが国際的

に高い評価をうけている国際団体であること

◦ 大和中RC　引田俊一さんの〈父の背中〉
　クラブの友情の素晴らしさについて

　など、ロータリークラブの素晴らしさが伝わり
ました。

 親睦活動委員会　松尾　文隆さん
◯結婚記念月のお祝い
　橘髙　克和・さなえさん ご夫妻（6日）
　円田　浩司・桂子　さん ご夫妻（7日）
　増本　一也・光子　さん ご夫妻（7日）
　長富　正博・桂子　さん ご夫妻（7日）
　目黒　誠之・陽子　さん ご夫妻（23日）

 親睦活動委員会　大久保利博さん
長島　　正会長、円田　浩司幹事
納所　佳民さん、米倉洋一郎さん
松本　由昭さん
　頴川武司様の卓話に期待します。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、梅村　良輔さん
安福鴻之助さん、福田　金治さん
川冨　正弘さん、中村　徳裕さん
　坂元　　崇さんの入会を歓迎します。

平尾　幸一副幹事
　11月19日から21日まで、台南RCとの姉妹クラ
ブ締結更新に行って参りました。2日目は一人で
台北観光をするつもりでしたが、安部パストガ
バナーのご配慮により、昨年9月から今年8月ま

■ローターアクト委員会
	 　委員長　高橋　理一さん
　11月22日㈭ ホテルオークラJRハウステンボスに
おいて、長崎国際大学RAC第79回例会が開催さ
れました。佐世保RCから福田金治さん、溝口尚
則さん、圡井弘志さん、坂本　敏さん、髙瀬宏滋
さん、私の6名の参加でした。（私のつたない話
を聞いていただきありがとうございました。）
　本日、セルフボックスに入れさせていただい
ておりますが、12月13日㈭ 第80回例会、12月20
日㈭ クリスマス例会を開催予定です。皆様のご
参加をお待ちいたしております。また、クリス
マス例会では、ロータリアンからローターアクト
へのプレゼントを企画しております。皆様のご
協力をお願い致します。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
佐世保RC男声合唱団練習のお知らせ
　日時／平成24年12月3日㈪　18:30
　場所／シダックス（カラオケ店）

　来週の月曜日となっております。お間違いの
ないよう、宜しくお願い致します。

 クラブ会報委員会　髙瀬　宏滋さん
ロータリーの友 P38・39
ロータリーモーメントより

〈心に残るロータリー体験3〉
私がロータリーにはまり始めたわけ
　　　　　　蒲郡RC　山本　洋一

　ロータリーに入会して2年で、生活リズムの中
でのロータリーな時間が広がり始めたことに気
づきました。1つめは、多くの方との出会い。ビ
ジネスに直接関係なく多くの方と知り合いにな
れる場は他にない。2 つめは、イニシエーション
スピーチで、人生の諸先輩を前に話すテーマを
先輩からアドバイスを受け無事に終えたこと。
そのときに2012年8月号のロータリーの友座談
会で〈ロータリーは人間形成の場〉とあり、短
時間ながら山本さんには乗り越えがいがあり、
充実感があったそうです。
　最後は、家族例会への参加です。地元蒲郡の花
火大会に合わせた家族会に子供と一緒に参加。例
会場の光景を見てロータリーの素晴らしさを感じ
た子供から言われたことなどで、生活スタイルや
思考回路が〈ロータリーな時間〉がきっかけで少
しずつ変化し始めたそうです。

慶　　　祝

ロータリー 3分間情報

ニコニコボックス
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で長崎短期大学へ留学されていた簡
カ ン シ ウ ン

子臻さんと
いう20歳の明るく気さくな女学生に、観光案内
していただきました。冷やかしの言葉や羨望の
視線を背中に浴びつつ、桃

とうえん

園駅を出発し、楽し
い半日を過ごすことができました。また、当ク
ラブの会員の皆さんのご厚意により、ホテルで
夕食を一緒にさせていただき、ありがとうござ
いました。夕食後、長島会長と私より、たくさ
んのお土産を差し上げて、日台交流に努めてき
たことを記念して、ニコニコします。

藤井　　隆さん
　台湾に行ってましたので、出席100％表彰、１
週間遅れです。ありがとうございました。

円田　浩司幹事、長富　正博さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

松尾　文隆さん
　気楽な長〜い独身生活に区切りをつけて11月
23日に入籍をしましたので、報告を兼ねてニコ
ニコします。

円田　浩司幹事、平尾　幸一副幹事
加納洋二郎さん、円田　　昭さん
大久保利博さん、米倉洋一郎さん
有薗　良太さん、髙瀬　宏滋さん
中川　知之さん、木村　公康さん
石井　正剛さん、古賀　　巖さん
坂本　　敏さん、飯田　満治さん
遠田　公夫さん、中村　徳裕さん
　松尾文隆さんの入籍をお祝い申しあげます。

 指揮　井手　孝邦さん
「紅葉」合唱

『地場中小企業が勝ち残る』
　トータルビジネスマネジメント㈱
　マネジメントコンサルタント兼
　代表取締役社長

　　　頴
え が わ

川　武
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司	様

　中小企業はローカルにおいて必要不可欠であり、
無くてはならない存在、だからこそ弊社の経営理
念は「地場中小企業の成長発展存続に資する」であ
り全力支援しています。それは、ローカルの経済価
値もさることながら雇用創出も大きなカギだからで
す。ならば、どうすれば勝ち残れるのか。まず①現
実直視／実態把握です。経営者においては勇気のい
る事かもしれませんが、重要な事。スタートは現
実からなのです。その際、「収益の源泉」の存在を
過去現在未来で考える事、そして経営資源（人物金）
について棚卸すること。②は自社の方針方向性を再
考し決める事です、これが無ければ動けません。
その際に各種定量（顧客トレンド分析等）定性分析の
一つ、戦略分析PPM、SWOT、クロス分析等が有
効です。その際、幹部等を巻き込んで作成協議検
討し、「自社の強みを活かした差別化戦略」を取る
事。その強みは何か、機会は何か、時間をかけなけ
ればなりません。そして、「選択、差別化、集中」を
考え抜くことです。「誰に何をどのように」という
事業ドメインを再考し決定、あとは実行です。③戦
略計画作成においては、計画は数字だけでは無い、
先ほどの事業ドメインを中心に戦略骨子を創り、最
終的にアクションプラン（だれが・いつまでに・何
をする・成果）まで創る事、これも社員を巻き込む
事。それはやらされ感では無く、自らやる感を醸成
させるためです。数字の入りは少なく出は多く、資
金重視／ＣＦ経営です。④同時に組織人材創り。
今、残念ながら忙しい会社ほど儲からないのです。
なぜなら、「作業と化し、マンネリ化」していて考
えない。考える時間も場もない。だからまた同じ繰
り返し。それを打破しなければなりませんし、方針
方向性戦略が絵だけになっては意味がありません。
「戦略の実行は組織人材」なのです。同時に責任と
権限を与え、全員に考える時間と場を創り、徹底人
財育成、あるべき姿と現実（スポーツと同じく基礎
基本の重要性）、人事評価制度策定、そして毎月の
会議の活性化、会議が人を育てる（PDCAの真骨頂）
です。⑤最後に、このような時期だからこそ待ちに
待った「経営者の出番」です。・景気や外的要因に
する時点で負け（責任転嫁しない）・改革するために
は組織内の反対勢力（変わりたくない現状維持派）と
の戦い・出来ない言い訳を排除し出来る言い訳を考
える・経営は問題解決業＆変化適応業・経営者のモ
チベーションが重要・やるべき事/やれる事/やりた
い事をはっきり紙に書く事。そして、全員が夢を持
ち、目標を掲げ、計画と人を創り、実行し管理する
PDSサイクルを創りましょう。今は何もしない事が
リスク、しっかり熟考して実行し続ける事、それに
は「小さな成功体験」がカギです。

卓　　話

歌の時間

ニコニコボックス 本日合計 　36,000 円

 累　　計 450,000 円

◇
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（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　圡井　弘志）

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

新会員研修会及び歓迎懇親会
【日時】平成24年11月28日㈬
　　　　研修会 16:00〜18:20　歓迎懇親会 18:30〜

【会場】レオプラザホテル佐世保
〈研修会〉参加人数 18名
　　　　  司会：公共イメージ委員会
　　　　　　　　 委員長 木村　公康さん
16:00 開　会
 会長挨拶　  会長 長島　　正さん
16:05 講師：パスト会長 安福鴻之助さん
　　　　　　「佐世保RCの色々」
16:35 講師：パスト会長 福田　金治さん
　　　　　　「新会員へのアドバイス」

—— 休　憩 ——

17:20 講師：副会長　加納洋二郎さん
　　　　　　「佐世保RCのメンバーとして」
17:50 新会員　入会の感想と疑問
18:20 閉　会
18:30 懇親会

〈懇親会〉出席人数 45名
　　　　  司会：親睦活動委員会
　　　　　　　　 副委員長　松尾　文隆さん

＊
研
修
会
＊

新会員研修会受講者　　H24年11月28日現在
〈2回目〉

1．佐藤 丈治さん 2010年 9 月  1日入会

2．圡井 弘志さん 2011年 4 月13日入会

3．坂本 　敏さん 2011年 4 月20日入会

4．見藤 史朗さん 2011年 5 月18日入会

〈1回目〉
5．大久保利博さん 2012年 1 月11日入会

 〈1回目〉

  6．松瀬 茂雄さん 2012年 8 月 8 日入会

  7．白田 浩一さん 2012年 8 月 8 日入会

  8．城島 一彦さん 2012年 8 月 8 日入会

  9．前田 勇人さん 2012年 8 月22日入会

 10．佐藤 　淳さん 2012年 9 月26日入会

 11．坂元 　崇さん 2012年11月28日入会

※セミナーは在籍中2回受講となっております。※他クラブ経験者の方は1回受講です。

司会
松尾 文隆さん

会長あいさつ
長島 　正さん

乾杯
武井 洋一さん

新会員のみなさん

万歳
佐藤　淳さん

＊
懇
親
会
＊

＊12月　例会予定＊

12月12日 ㈲小林製茶
 小林　美香 様

12月19日 ㈱東京商工リサーチ
 佐世保支店  支店長
 長沼　宏昌 様

12月26日 指定休会


