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○�IM（インターシティーミーティング）について
　対象：入会5年未満の会員
　担当：佐世保西RC
　日時：2013年3月2日(土)
　　　　15:00	登録開始
　　　　16:00	開会点鐘
　　　　16:30	野口	清パストガバナー講演
　　　　18:30	懇親会
　　　　20:00	終了予定
　場所：ホテル万松楼にて

　さて、本日の例会では佐世保RC年次総会
を開催いたします。2014～2015年度会長承
認の件と、2013～2014年度理事及び役員選
挙の件でございます。
　スムーズな進行に努めますので、皆様の
ご協力をお願いして挨拶といたします。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ゲスト
　佐世保重工業　山本　喜教	様

	 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

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。12月、師走に
入り今年も残すところ今月い
っぱいになりました。衆議院
選挙の告示も昨日あり、慌た
だしい年末となりそうです。
体調管理に気をつけられ風邪などひかれませ
んようにお過ごし頂きたいと思います。
　先日、クリスマス家族会のため男声コー
ラス総勢15名でカラオケボックスのシダック
スにて練習を行いました。本番が近まり練
習にも熱が入って来ています。本番を楽し
みにして頂きたいと思います。

　本日11:00より例会に先立ち理事会を開催
しましたので、理事会の報告を致します。
○�上期事業報告及び下期事業計画提出につ
いて
　小委員長、大委員長へ案内	 2012年12月 5 日
　小委員長より大委員長へ提出	2012年12月12日
　大委員長より幹事へ提出	 2012年12月19日

○クラブ協議会発表予定委員会について
　	管理運営委員長、会員増強委員長、公共
イメージ委員長、奉仕プロジェクト委員
長、ロータリー財団委員長、会計
　2013年1月9日、1月16日

○事務局の年末年始休みについて
　平成24年12月29日㈯～平成25年1月6日㈰

2012～2013年度 テーマ Peace through Service　̶ 奉仕を通じて平和を ̶
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　今回の目玉アトラクション、佐世保RC
男声合唱団については、安部パストガバナ
ーの多大なご協力により、九州文化学園幼
稚園にて真面目な練習を重ねてまいりまし
た。前回の12月3日の練習は、初めて街のカ
ラオケボックスにて開催しました。そうしま
したところ、これまでで最高の15名のメン
バーの皆さんの出席をいただき、男声合唱
のパワーを感じることが出来ました。
　次回の練習は、12月12日水曜日	18時30分
より、三浦町のシダックス佐世保京町店に
て行います。合唱団メンバー以外の方も歓
迎いたしますので、本番直前の練習へのご
協力をよろしくお願いいたします。

■指名委員会代表	 円田　三郎さん
　指名委員会を代表しまして
ご報告致します。
　11月7日㈬例会終了後、玉屋
７階文化ホールにて指名委員
20名中12名出席で開催致しま
した。会長ノミニーに円田	昭さんを全会一
致にて指名致しました。　
　円田	昭さんにはご快諾いただきましたの
で、ご報告いたします。

■2014-15年度
	 会長ノミニー　円田　　昭さん
　佐世保RCの2014-15年度の
会長ノミニーとしてご承認い
ただきました。皆様のご指導
とご協力を頂きながら、準備
と運営に務めてまいりたいと
思います。よろしくお願いいたします。

■2013-14年度	次期会長	 石井　正剛さん
　2013-14年度	佐世保RC役
員、理事及び監事会員を発表
いたします。

　	池田	豊さんへ、ロ
ータリー財団寄付
表彰ピン贈呈

２．RI第2740地区ガバナー	福元　祐二さん
　�佐賀RC60周年記念　ビチャイ・ラタクル
元RI会長歓迎会のご案内
　　日時／平成25年2月22日㈮
　　　　　18:00～（受付17:30～）
　　会場／楊柳亭にて
　　会費／10,000円

　　佐賀RC60周年記念式典
　　平成25年2月23日㈯　16:30～

３．第2740地区	福元裕二ガバナー事務所
　ホームページ更新（12月1日）のお知らせ

４．	陸上自衛隊第三教育団長兼相浦駐屯地司令
　機関誌「つくも」が届いております。

■公共イメージ委員会
	 　委員長　木村　公康さん
　新会員研修会及び歓迎懇親
会に多数の方々にご出席いた
だきましてありがとうござい
ました。安福さん、福田さ
ん、加納さんにはロータリー
会員として役に立つ卓話をいただき、お礼
申しあげます。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん

　12月15日のクリスマス忘年
家族会に向けて、いよいよ大
詰めの時期を迎えました。予
告先発の司会者は、坂本	敏さ
んを予定しております。本日
例会終了後に親睦活動委員会を行いますの
で、メンバーの方はご参加くださいますよ
うお願いいたします。

年 次 総 会

委員会報告
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会長	 石井　正剛
直前会長	 長島　　正
次期会長	 円田　　昭
副会長（ロータリー奉仕プロジェクト委員会委員長）	
	 富永　雅弘
幹事	 増本　一也
会計	 井手　孝邦
会場監督	 大神　邦明

理事	 福田　金治
理事（クラブ管理運営委員会委員長）	田中丸善弥
理事（新世代奉仕委員会委員長）	松尾　慶一
理事（会員増強委員会委員長）	 古賀　　巖
理事（公共イメージ委員会委員長）	加納洋二郎
理事（ロータリー財団委員会委員長）	松尾　文隆
理事（親睦活動委員会委員長）	 木村　公康
理事（副幹事）	 納所　佳民

監事	 田中丸善保
監事	 山縣　義道

	 親睦活動委員会　目黒　誠之さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
橘髙　克和さん、中島　祥一さん
池田　　豊さん、増本　一也さん
坂本　　敏さん、坂元　　崇さん
圡井　弘志さん、米倉洋一郎さん
白田　浩一さん、大久保利博さん
見藤　史朗さん、富永　雅弘さん
城島　一彦さん、山縣　義道さん
佐藤　　淳さん、藤井　　隆さん

納所　佳民さん、目黒　誠之さん
梅村　良輔さん、黒木　政純さん
芹野　隆英さん、中川　知之さん
　松瀬茂雄さんの卓話に期待してニコニコ
します。

『造船業を取りまく環境と
　　　　事業計画について』

　　会員　松瀬　茂雄さん
（佐世保重工業㈱�佐世保造船所�所長）

１．造船・海運市況
　現在の造船・海運市況は、次のような状
況にあります。
　①	リーマンショック以前に発注された新造
船の大量竣工による船腹過剰

　②	更に、欧州の債務危機、中国経済の成
長鈍化などにより、海上輸送量（荷動
き量）の伸び悩み

　③	過大な新造船供給能力の存在（韓国、
中国）

　　⇒新造船発注の低迷と船価の大幅下落
　④異常な円高為替水準の定着

２．SSKの３ヵ年事業計画（骨子）
　事業構造の変革に既に着手しています。
　①	新造船の市況環境に柔軟に対応できる
体制の構築、つまり市況に左右され難
い事業構造の構築を目指します。

　②	艦艇・修繕船事業の強化
　　	基地造船所としての一層の機能増強を
図ります。

　③	機械事業の増強を図ります。
　④	新規事業の早期立ち上げと早期収益化
を図ります。

卓　　話

ニコニコボックス	 本日合計	　24,000 円

	 累　　計	 474,000 円

◇

ニコニコボックス
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（今週の担当　見藤　史朗）
（カメラ担当　坂本　　敏）

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

　そして、事業構成を今まで、新造船75％、
艦艇・修繕船15％、機械10％でしたが、こ
れを、新造船40％に引き下げ、艦艇・修繕
船25％、機械25％、新規事業および既存子
会社事業を10％という構造に変革します。
　このため、経営資源の再配分、人員の最
適配置、また戦略的投資の継続・実施、お
よび固定費の大幅削減、主に減価償却費の
圧縮などの諸施策を既に実行中です。

３．新規事業・その他の展開
　新規事業としては、ガス分離装置の事業
化をはかるため、新会社・㈱ADSエンジニ
アリングを設立しました。
　ガス分離技術を応用したオゾン発生装置
を使い、BWTS（バラスト水処理装置）への適
用を急いでおり、事業化を図っています。
　その他に、再生エネルギー分野の研究開
発・事業化、その他、既存事業（曳船、給食
事業、土木事業等）の強化、収益拡大を目指
します。

４．�ながさき海洋・環境産業拠点特区への
参画

　長崎県が進められている、いわゆる「な
がさき総合特区」へも当社は積極参画し、
貢献して参ります。

　基本的には、「造船業」振興を通じて、環
境・エネルギー問題を解決し、「海洋・環境
産業」の拠点形成が目的です。

５．おわりに
　当社は、新造船だけでなく、多種多様な
技術・製品を組み合わせ経営の安定化に努力
しております。
　ＳＳＫは「伝統と変革」を旗印に、地域社
会に貢献し、“今後も勝ち残ります”
　今後とも、ご指導、ご鞭撻の程お願い申し
あげます。

＊12月〜1月　例会予定＊

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

　1月 2 日	 指定休会

　1月 9日	 クラブ協議会

　1月16日	 クラブ協議会

　1月23日	 会員卓話	 福田　金治さん

　1月30日	 新会員卓話
	 ジェイアール九州ハウステンボスホテル㈱	
	 代表取締役社長	 前田　勇人さん


