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○�台南RC会長�蘇��昭雄様より八田與一記念桜
植樹中止について
　　寄贈TN$20,000台南RCより返金58,000円

○長寿祝賀会について
　　2月6日㈬� 長寿祈願祭�11:00�亀山八幡宮
� 長寿祝賀会�18:30�玉屋7F

○創立記念日例会について
　平成25年2月20日㈬

○ローターアクト全国研修会について
　　2月9日㈯～10日㈰
　　ホスト（熊本、大分地区）

　さて、本日と来週の例会はクラブ協議会とな
っています。
　1月9日：�長島�正会長、円田�昭管理運営委

員長、富永雅弘会員増強委員長、
木村公康公共イメージ委員長

　1月16日：�髙田俊夫奉仕プロジェクト委員
長、藤井�隆ロータリー財団委員
長、井手孝邦会計

　以上の順番で前期の活動報告をして頂きま
すので宜しくお願いします。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

� 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。会員の皆様方
におかれましては、平成25年の
新年を健やかに迎えられた事と
思います。3週間ぶりの例会とな
りましたが、今年もどうぞ宜し
くお願いします。
　東京の築地市場の初セリで、青森県大間で
とれたマグロ1匹に1億5,540万円の値段がつ
いて報道各社が大きく取りあげていました。
重さが220kg、1キロあたり70万円。競り落と
したのは寿司のチェーン店で、2年連続でセリ
落としました。原価計算では寿司ネタとして
採算は合わないようですが、メディア各社の
取り扱い方をみますと、宣伝効果の面では十
分もとはとれているのかなと思います。
　日経平均株価も大きく上昇していますし、
円安も大幅に進行しています。自民党の政権
奪回で先行きに期待して、新年の好スタート
となりました。今年が皆様にとりまして飛躍
の年になります様に祈念致します。

　本日、例会に先立ちまして理事会を開催致
しましたので、報告をさせて頂きます。

○�才木邦夫さん退会に伴うクラブ会報委員会
委員長、副委員長の変更について
　�　クラブ会報委員長に髙瀬宏滋さん、副委
員長に黒木政純さんを選任。
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�　　1．�仙台空港をバナーで埋め尽くし被災者
を見守る

�　　2．��仙台空港にモニュメント（カリヨン15
鐘）を建立する

　　　�バナーを送り、1口10,000円の支援
　③�ホームページ更新（12月26日、1月1日、4日）

のお知らせ

５．ガバナーエレクト	 塩澤　恒雄さん
　�2013～2014年度地区委員長推薦のお礼状が
届いております。
　　インターアクト委員長��松尾慶一さん

６．第2740地区ローターアクト地区委員長
	 古賀　秀仁さん
�「�ローターアクトクラブ地区委員・提唱RC担当
理事合同会議」のご案内
　　日時／�2013年2月2日㈯　16:00�合同会議
　　　　　　　　　　　　　18:00�懇親会
　　場所／グランデはがくれ��脊振の間（佐賀市）

７．	日本におけるロータリー平和センターを
支援する委員会	 委員長　多田　　宏さん

（RI第2580地区パストガバナー）

　�ICU東ケ崎潔記念ダイアログハウス建設費
用募金のお願い
　�　ICUは世界に7つのロータリー平和センタ
ーの内の1カ所で、ロータリー平和フェロー
（奨学生）受け入れ校

８．提唱　唐津東RC会長	 髙田　芳雄さん
　　唐津東RAC会長・実行委員長
	 川添	大樹さん
　�第2740地区ローターアクト�インターシティミ
ーティングのご案内
　　開催日／平成25年1月27日㈰　11:00～
　　会　場／唐津シーサイドホテル
　　登録料／ロータリアン�5,000円
　　　　　　ローターアクターOB・OG�3,000円
　　締め切り／1月17日

９．大村RC
　週報が届いております。

� 幹事　円田　浩司さん

１．	台南RC、ガバナー福元祐二さん、ガバナ
ーエレクト塩澤恒雄さん、その他の方よ
り年賀状が届いております。

２．台南RC	 会長　蘇　昭雄さん
　�　第3470地区発足八田與一氏没後70周年記
念桜植樹プロジェクトは地区計画が定まら
ず、姉妹クラブご依頼の部分を中止し、ク
ラブだけの参加行事になりました。

３．国際ロータリー日本事務局
　①�2013年1月のロータリーレートは、
　　1ドル＝82円（現行80円）です。
　②ロータリー業務担当コーディネーター
　� 　キャサリン・ランクフォードさん

(Catherine�Lankford)
　　2012-13年度会長賞への参加の呼びかけ
　　�　2012-13年度会長賞は、充実したクラブ
をつくり、効果的な奉仕活動を行い、公
共イメージを向上するさまざまな活動を
実施したクラブを表彰するために設けら
れた賞です。

　　�　2013年3月31日までに、地区ガバナーに
申請提出

４．RI第2740地区ガバナー	 福元　祐二さん
　　会員増強委員長	 佐藤　　豊さん
　①�会員増強（SAKUJI作戦）への取り組みに
ついて

　　�　日本ガバナー会は全国34地区で、サク
セスジャパン「SAKUJI作戦」と名付けた
会員増強プロジェクトを開始することにな
りました。

�　　1．サクセスジャパン「SAKUJI作戦」の概要
　　2．クラブにお願いしたいこと
　　3．入会候補者推薦状（用紙A）
　　4．賛同クラブ登録申請用紙（用紙B）
　　5．地区の区別
　②「�仙台空港にロータリーのバナーを掲示し

被災者を見守るプロジェクト」へのご支
援（お願い）

幹 事 報 告
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が、1月17日㈭�18:30～�ホテルオークラJRハウ
ステンボスにおいて開催されます。今回は、
西村正一郎さんに卓話をお願いしてありま
す。第4木曜日の例会は試験のため中止させて
いただきます。

� 朗遊会幹事　坂本　　敏さん

　2012-2013年度の第2回目の朗遊会を下記の
通り開催いたします。皆様こぞってのご参加
よろしくお願い致します。
　日時／平成25年2月16日㈯
　　　　集合�9:30　スタート�9:55
　場所／佐世保カントリー倶楽部�石盛岳コース
　参加費／2,000円

� 親睦活動委員会　白田　浩一さん

長島　　正	会長、円田　浩司	幹事
平尾　幸一	副幹事
　新年あけましておめでとうございます。あ
と半年、宜しくお願い致します。

古賀　　巖さん
　手前味噌で恐縮ですが、昨年の10月に受験
しておりました屋外広告士試験に合格しまし
た。国土交通大臣認定の資格試験で、法規、デ
ザイン、設計・施工の3学科とデザインの実技
があり、例年、約35～36％程の合格率です。
　若い時から持っていた一級広告美術技能士
と屋外広告士の2つの資格を取得し、これで日
本中どこでも、どんな看板でも屋外広告物管
理者になることが出来るようになりました。
屋外広告物の管理のことで、なにか相談のあ
られる場合はお声かけください。みなさんカ
ンバンわ！とニコニコします。

■会員増強委員会	 委員長　富永　雅弘さん
会員増強「SAKUJI作戦」への
協力依頼
　地理的な理由で当クラブに入
会が困難なロータリアンにふさわ
しい方をご存知の方は、クラブ
を通じ地区経由で適切なクラブへの入会を紹
介しますので、情報の提供をよろしくお願い
します。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
忘年家族会の写真について
　昨年12月15日のクリスマス忘
年家族会の写真を、本日会場入
り口近くに掲示しております。
森白汀さんのご協力により、す
でに昨年配布した週報に忘年家族会の写真を
掲載いたしました。しかしながら、紙面の都
合により、切手のように小さなサイズでしか
掲載できませんでした。写真はとても良い仕
上がりで、男性はより凛々しく、女性はより
美しく写っております。ご希望の方には、1枚
200円にてプリント写真をご準備いたしますの
で、備え付けの用紙に記入の上、受付の事務
局山田さんにお申し込みください。

■ローターアクト委員会
	 委員長　高橋　理一さん
　12月20日㈭�長崎国際大学RAC
第81回例会が、クリスマス例会
としてホテルオークラJRハウス
テンボスにおいて開催されまし
た。安部直樹パストガバナー、
福田金治さん、安福鴻之助さん、増本一也さ
ん、石井正剛さん、松尾慶一さん、髙瀬宏滋
さん、事務局の山田さん、高橋の参加を得て
盛大かつなごやかに開催することができまし
た。更に出席されなかった方からも、たくさ
んのプレゼントをいただき、ありがとうござ
いました。
　ご案内をセルフボックスに入れさせていた
だいておりますが、新年第1回目の長崎国際大
学RACの例会が、第2木曜日ではありません

ニコニコボックス� 本日合計� 　4,000 円

� 累　　計� 511,000 円

◇

委員会報告

ニコニコボックス

朗遊会より



（4）

　年次基金　池田　豊さん　＄1,000
　㈶ロータリー米山記念奨学会
　　　　　　長島　正さん　100,000円
引き続き寄付の協力をお願い致します。

4．姉妹クラブとの提携継続
　台南RCとの姉妹クラブ提携の締結期限を迎
え、昨年11月19日に訪問して提携継続を致し
ました。

　その他では、今年度は地区協議会の開催を
佐世保RCが担当する事に決定しています。佐
世保RCがスポンサーになっています平戸RC
の塩澤ガバナーエレクトの支援要請を受けて、
現時点では、平成25年5月12日㈰�ホテルオーク
ラJRハウステンボスで開催予定です。
　地区協議会開催の為の実行委員会も立ち上
げ準備を進めて参ります。
　以上が本年度の佐世保RCの運営方針であ
り、上期の事業報告であります。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■クラブ奉仕部門　管理運営委員会
　　委員長　円田　　昭さん

□親睦活動委員会
　委員長　：中村　徳裕
　副委員長：松尾　文隆
　委員：溝口　尚則、坂本　　敏、目黒　誠之
　　　　大久保利博、松瀬　茂雄、白田　浩一
　　　　城島　一彦、前田　勇人、佐藤　　淳
　　　　小幡　　修、坂元　　崇

【上期事業報告】
各懇親会の企画・運営
　平成24年6月30日� 役員交代式記念懇親会� �
� 玉屋7階文化ホール
　平成24年9月26日� 観月例会� �
� 富士国際ホテル
　平成24年11月21日� 新会員歓迎懇親会
� レオプラザホテル
　平成24年12月15日� 忘年家族会
� 玉屋7階文化ホール

■会長　長島　　正さん
　本年度の佐世保RCの運営を「友愛の絆でむ
すぶロータリー」をスローガンに掲げ、次の4
項目に重点を置いて進めて参りました。

1．退会防止と会員増強（純増3名）に努める。
　世界では、1年間に10万人の方がRCへ入会
されていますが、それと同数の10万人の方が
退会されているという現実があります。佐世
保RCでも会員の減少傾向が続いています。
　私達を取り巻く厳しい経済状況もあります
が、我がクラブからの退会者を出さない努力
を最大限行いたいと思います。

　期首会員数：72名　現在の会員数：75名
　目標：純増3名→（78名目標）
　入会者：松瀬茂雄さん、白田浩一さん
　　　　　城島一彦さん、前田勇人さん
　　　　　佐藤　淳さん、小幡　修さん
　　　　　坂元　崇さん　7名
　退会者：大野高広さん、鬼木和夫さん
　　　　　才木邦夫さん、東陽三郎さん　4名
引き続き会員拡大に力を入れていきます。

2．例会・事業における会員交流に力を入れる。
　出席して、参加して良かった、楽しかった
と思って頂ける工夫をする。
　会員同志の交流を増やし、本音で語り合え
る委員会活動に持っていく。
　親睦活動委員会を始め手作りの事業活動を
していただいていると思っています。

3．ロータリー財団・米山奨学会への寄付協力
　例年の通り寄付協力を引き続き行いたいと
思います。
　ロータリー財団へは3,000ドル
　米山奨学会へは20万円
　ポリオ撲滅へは1,000ドル
以上が目標でありました。
実績を報告致しますと、
　ロータリー財団　ポリオ・プラス
　　　　　　長島　正さん　＄1,000
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・�中島祥一SAAをサポートし、円滑な例会運
営に努めます。
・�出席会員、来訪者を気持ちよくお迎えします。

□クラブ会報委員会
　委員長　：髙瀬　宏滋
　副委員長：黒木　政純
　委員：圡井　弘志、見藤　史朗、坂本　　敏

【上期事業報告】
　クラブ会報では例会での報告や年間行事を
記録し、週報を通じて会員同士の情報の共用
に努め、よりクラブメンバーの交流に役立つ
ように作成しました。
　写真に関しては、より現場の状況を詳しく
伝えるため、多く撮影し、記録として残すこ
とが出来ました。

【下期事業計画】
　下期も引き続き週報を通じて例会の情報を
伝えるように努め、会員情報の発信源となる
ように委員会メンバー一丸となって盛り上げ
ていきたいと思っています。

□プログラム委員会
　委員長　：松本　由昭
　副委員長：増本　一也
　委員：森　　信正、下田　弥吉、飯田　満治

【上期事業報告】
　充実した例会運営に貢献するという年間事
業計画に基づき卓話を実施した。
　上期の卓話件数�19回を予定通り実施。
　（内訳）
　　外部講師�14名
　　会員卓話�5名（うち名誉会員１名）

　内容的には内外情勢、スポーツ、健康、経済
問題等、多方面の話題を聴くことが出来た。
　会員卓話については、新入会員に自己紹介
を兼ねて行っていただき、会員の相互理解に
つながった。

【下期事業計画】
各懇親会の企画・運営
　平成25年2月6日� 長寿祈願祭・祝賀会
� 亀山八幡宮・玉屋文化ホール
　平成25年4月3日� 観桜例会
� 九十九島観光ホテル

事業の方針、目的、内容等
・�クラブ会員間の相互理解と友情を深める
為、クラブ奉仕の重要性を認識し、SAA、
出席委員会、そして、奉仕部門の各委員会
と協力体制をとって充実した例会運営のお
手伝いを目指して活動してまいります。
・�例会、親睦会を通じて、会員相互の親睦、
家族間の交流がより活発になるよう、企画
実践を進めていきます。

活動内容
・�例会・親睦会においてビジターの受付案内を
実施
・��ニコニコボックスの受付・発表、慶祝の発表
（誕生日祝・結婚記念日祝）
・緊急連絡網の作成・運用
・�例会において唱歌（月に1回）
　ソングリーダー　井手孝邦さん

□出席・例会委員会
　委員長　：有薗　良太
　副委員長：米倉洋一郎
　委員：中川　知之、圡井　弘志、目黒　誠之
　　　　大久保利博、松瀬　茂雄、白田　浩一
　　　　城島　一彦、前田　勇人、佐藤　　淳
　　　　坂元　　崇

【上期事業報告】
・�毎例会時、委員全員による出席率報告を行
いました。
・�新入会員に会員の名前と顔を覚えていただ
きました。
・�新入会員の方々に熱心に活動していただき
委員会活動が円滑に運営されています。

【下期事業計画】
・�100％出席を目指し、メークアップを奨励い
たします。
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　副委員長：岡　　英樹
　委員：松尾　弘司、小幡　　修

【上期事業報告】
１．職業奉仕部門セミナーへの参加
　�　平成24年9月8日㈯、佐賀市で開催された
国際ロータリー第2740地区2012－2013年度
「職業奉仕部門研修セミナー」に、富永会員
増強委員長ほか3名が参加しました。

２．反省点
　�　職場訪問の実施について、具体化するこ
とができませんでした。

【下期事業計画】
　当初計画に基づき、例会のより一層の充実
のための一助となる様に、卓話について企画
実行していきたい。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■職業奉仕部門　会員増強委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

□職業奉仕委員会
　委員長　：幸良　秋夫

�  例会日 　　　　　　　　　卓　話　者  　　　　　　　　題　　　目
�7月4日� クラブ協議会� � 会長、職業奉仕部門、国際奉仕部門、�
�
7月11日� クラブ協議会

� � クラブ奉仕部門、社会奉仕部門、
�� � � 新世代奉仕部門、会計� �
�7月18日� 海上自衛隊佐世保地方総監�海将� 吉田　正紀� 岐路に立つ日本� �
�7月25日� 日本銀行長崎支店�支店長� 加藤　　毅� 内外経済と長崎経済� �
�8月1日� ガバナー補佐訪問クラブ協議会� 鴨川　　潔� 総評
�8月8日� 第2740地区ガバナー公式訪問� 福元　裕二� 現在のRIが目指す方向性他�
�8月15日� 指定休会日� � �
�8月22日� アサヒビール㈱長崎支社�支社長� 山添　勝吉� 国産ビールの120年� �
�8月29日� 新会員　㈱ティ・プロジェクト� 大久保利博� 佐世保にたどり着くまでと現在�
�
9月5日� させぼガイドネットワーク� 茂貫　尚子

� �心と身体の健康づくり（未病ケア）とツーリズム
�� � � 佐世保的ライフスタイルのススメ
�9月12日� ㈱V・ファーレン長崎�代表取締役� 宮田　伴之� スポーツで豊かな長崎を創る� �
�9月19日� ㈱十八銀行女子陸上部監督� 髙木　幸次� 人づくり　チームづくり� �
�9月26日� 観月例会� � � � �
�10月3日� YOSAKOIさせぼ祭り実行委員長� 川尻　章稔� YOSAKOI事始め
�10月10日� 佐世保市国際政策課国際交流員中国出身� 張　　　迪� 中国及び藩陽の概要について� �

�10月17日� ロンドンオリンピック
�� 銅メダリスト（アーチェリー）�

早川　　漣� 私とアーチェリー�
�

�10月24日� 佐世保市国際政策課国際交流員�韓国出身� 李　　載宇� 国際理解について－韓国へようこそ� �
�10月31日� 新会員　テレビ長崎� 白田　浩一� これからのテレビ局� �
�11月7日� 佐世保海上保安部長�佐世保港長� 七浦　弘幸� 海上保安業務について� �
�11月14日� 長崎県佐世保警察署長�警視正� 泉　　繁樹� DNA型鑑定による個人職別�
�
11月21日� 新会員　九州電力㈱�相浦発電所所長� 城島　一彦

� バイオマスエネルギーの有効活用と資源循環
�� � � （みやざきバイオマスリサイクル発電所の紹介）�
�11月28日� トータルビジネスマネージメント㈱� 穎川　武司
�� 代表取締役社長� （福岡市）�

地場中小企業が勝ち残る
� �

�12月5日� 年次総会　　� �
�� 新会員　佐世保重工業㈱�佐世保造船所�所長� 松瀬　茂雄� 造船業を取りまく環境と事業計画について�
�
12月12日� ㈲小林製茶� 小林　美香

� 男子厨房に入らずの時代は遠く（せめて美味しい
�� � � お茶は自分でいれるようになれるには）� �
�12月19日� ㈱東京商工リサーチ　佐世保支店長� 長沼　宏昌� 社会におけるTSRの役割
�12月26日� 指定休会日
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【下期事業計画】
１．職場訪問の実施
　�　平成25年4月を目途に、職場訪問の実施を
計画したい。
　�　候補職場の推薦等、会員の皆様のご協力
をお願いします。

2．職業奉仕に関する卓話の企画、実施

□会員増強拡大委員会
　委員長　：納所　佳民
　副委員長：芹野　隆英
　委員：武井　洋一、山下　　登

【上期事業報告】
期首／2012年7月1日現在��75名
入会／8月8日� 松瀬　茂雄さん
� （佐世保重工業株式会社）
　　　8月8日� 白田　浩一さん
� （株式会社テレビ長崎佐世保支社）

　　　8月8日� 城島　一彦さん
� （九州電力株式会社相浦発電所）

　　　9月26日� 前田　勇人さん
� （ジェイアール九州ハウステンボス
� ����ホテル株式会社）

　　　9月26日� 佐藤　淳さん
� （株式会社商工組合中央金庫�佐世保支店）

　　　10月10日�小幡　修さん
� （株式会社親和銀行）

　　　11月28日�坂元　崇さん
� （株式会社坂元木工工芸）

2012年12月31日現在��75名

【下期事業計画】
　本年度の会員拡大目標である純増3名を達成
するために下期も努力してまいります。

□職業分類委員会
　委員長　：川冨　正弘
　副委員長：山縣　義道
　委員：円田　三郎、山下　　登

【上期事業報告】
　平成24年11月14日�新入会員�坂元　崇氏の

入会に際し、精査協議の結果、職業分類を大
項目「建築関係」、職業分類「木工業」と決定
した。

【下期事業計画】
　今後も引き続き下記の事業を行う。
１．�地域内の事業分類を調査し、分類表を作
成する。

２．充足、未充足職業分類表を作成する。

３．�会員の職業分類を再点検し、会員選考委
員会及び会員増強委員会と連携し、未充
足職業分類の充足に活用する。

４．�会員候補者の業種の職業分類がない場合
は、新しい分類を作成することも検討する。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■社会奉仕部門　公共イメージ委員会
　　委員長　木村　公康さん

□ロータリー情報委員会
　委員長　：福田　金治
　副委員長：橘髙　克和
　委員：玉野　哲雄

【上期事業報告】
１．平成24年7月25日　例会場にて
　�　�入会候補者「城島一彦さん」「前田勇人さ
ん」「松瀬茂雄さん」「白田浩一さん」に
新会員候補者オリエンテーションを行う。

２．平成24年9月6日　親和銀行本店にて
　�　�入会候補者「佐藤�淳さん」「小幡�修さん」
に新会員候補者オリエンテーションを行
う。

３．平成24年11月14日　例会場にて
　�　�入会候補者「坂元�崇さん」に新会員候補
者オリエンテーションを行う。

４．�平成24年11月28日　レオプラザホテル佐
世保にて

　�　�出席新会員11名に対して、「新会員研修
会」を実施する。
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（今週の担当　圡井　弘志）
（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

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

【下期事業計画】
１�．上期は7名の新会員候補者に対して、新会
員候補者オリエンテーションを実施しました
が、下期においても、新会員候補者が出た
場合は、適時、新会員候補者オリエンテーシ
ョンを行う。

２�．下期に行われる3年に1度の規定審議会で
クラブ定款の改正がありますので、その結
果を会員へ周知する機会を作る。

□雑誌・文献記録委員会
　委員長　：立石　徳雄
　副委員長：佐保　　榮
　委員：古原　　進

【上期事業報告】
　ここ数年継続中の入会3年未満会員を対象と
した雑誌委員会「ロータリー3分間情報」の時
間を今年度上期も実施した。
　資料は「ロータリーの友」誌の中から選択
して、発表者の自己紹介もかねて行われ好評
でした。これを下期も継続したい。

上期発表者
　� 9月　松本　由昭�会員
　10月　佐藤　丈治�会員
　11月　髙瀬　宏滋�会員�
　12月　中川　知之�会員

下期発表予定者
　2月　圡井　弘志�会員　
　3月　坂本　　敏�会員
　4月　見藤　史朗�会員
　5月　目黒　誠之�会員
　6月　大久保利博�会員

　ロータリー関係の文献や資料についてはこ
れまで通り会員各位、国際ロータリーの文庫
を利用されるようお手伝いしたい。

【下期事業計画】
　1月　下半期計画打ち合わせ
　6月　年間反省

□社会奉仕委員会
　委員長　：松尾　慶一
　副委員長：田中丸善弥
　委員：佐々木秀也、佐藤　丈治

【上期事業報告】
　上期の社会奉仕活動のメインイベントである
ビーチクリーンアップを予定しておりましたと
ころ、7月16日㈪海の日の祭日は、大雨の為に
残念ながら中止の決定がなされました。
　多くの会員の皆様の参加を頂いておりまし
たが、早朝より中止の電話で、ご家族様にも
ご迷惑をおかけいたしました。次回をまたよ
ろしくお願い致します。

【下期事業計画】
　下期の事業計画は、6月の空き缶回収キャン
ペーンへの参加と呼びかけです。
　その間、委員会活動を通じて社会奉仕活動
の学びあいを深めたいと思っています。

＊1月〜2月　例会予定＊

　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

　2月6日� 佐世保税務署
� 　　　　　署長� 井手　雄二�様

　2月13日� ㈱オーセンティ
� 　　代表取締役� 矢野　　香�様

（NHKニュースアナウンサー）


