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 幹事　円田　浩司さん

１．第2740地区 ガバナー･エレクト
 　塩澤　恒雄さん
　　地区協議会実行委員長 福田　金治さん
　　地区協議会ホストクラブ会長 長島　　正さん
　2013-2014年度「地区協議会」参加のお礼

２．長崎国際大学ローターアクトクラブ
　「4月月報」が届いております。

３．佐世保市長 朝長　則男 様
　空き缶回収キャンペーンについて（お願い）
　実施日／平成25年6月2日㈰  午前9時00分〜
　　　　　雨天の場合は6月9日㈰に延期
　集合場所／ 市役所本庁玄関前またはJR九州佐

世保駅広場
　　　　　　※実施場所が昨年と違います。
　集合時刻／午前8時50分

４．西海学園高等学校 校長　菅沼宏比古さん
　西海学園高等学校創立記念 第51回西海珠算選
手権大会のご後援のお願いと佐世保ロータリー
クラブ賞の授与について
　日時／平成25年6月16日㈰　午前10時開会
　場所／西海学園高等学校　体育館

■会長エレクト  石井　正剛さん
地区協議会報告
　福元ガバナーの挨拶に始まり、我がクラブが
スポンサーである平戸RCの塩澤恒雄ガバナーエ

 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。5月12日㈰に開
催されました地区協議会には休日
にもかかわりませず、多くの会員
の皆様にお手伝いを頂きまして有
り難うございました。
　登録受付のカウンターに20名を超す佐世保RC
のメンバーが居並ぶ光景や全体会議から懇親会
終了まで、ほとんどの出席者が残っておられた
状況を見て、盛会裡に無事終了する事が出来た
と思っています。
　福元ガバナー、塩澤ガバナーエレクトをはじ
め多くのパストガバナーの方からもお礼の言葉
を頂き、佐世保RCの人材の豊富さと実力を今更
ながら誇りに思いました。本当に有り難うござ
いました。お疲れ様でした。
　いよいよ、地区をはじめ佐世保RCも次年度が
動き出します。本日は期前理事会に引き続き、
大委員会が開催されます。
　少しずつ肩の荷が軽くなる感じがして来まし
た。今期も残り1ヵ月半となりましたが最後まで
力を抜くことなく全力で頑張って参りますの
で、引き続き皆様のご協力をお願いして、挨拶
と致します。有り難うございました。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
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務局が幹事会社の持ち回りで、対外的な処理を
全て幹事が行わなければならず大変である、他
クラブの現状をお話ししました。
　その他、会員増強、寄付について、又例会の
時間配分について意見が出ました。

■国際ロータリー第2740地区
　2013〜2014年度地区協議会
　実行委員長　福田　金治さん

地区協議会主催のお礼
　5月12日㈰に佐世保RCが主催し
ました第2740地区2013-2014年度地区協議会は、
大きなトラブルも無く無事終了しました。福元
ガバナー、宮㟢ガバナー･ノミニーをはじめ、多
くの出席者の皆様方より協議会の運営について
お褒めの言葉を頂きました。
　このことは、佐世保RC会員のご協力による結
果と心より感謝申しあげます。
　佐世保RCにとりましては、10年ぶりの地区協
議会の主催クラブでしたので、入会10年未満の
会員にとりましては、良い勉強の機会ではなか
ったかと思っております。将来再び主催クラブ
になる機会があった時は、今回の経験が必ず役
立つと確信しております。
　以上をもちまして、地区協議会主催に対する
お礼の挨拶とさせて頂きます。

■ローターアクト委員会　委員長　高橋　理一さん
　5月9日㈭ ホテルオークラJRハ
ウステンボスにおいて、第85回長
崎国際大学RACの例会が開催さ
れ、佐世保RCからは安福さん、
髙田さん、増本さん、圡井さん、
そして私の5名が参加しました。
6名が入会したとのことでしたが、当日は3名の
参加でした。メインテーマは、髙田さんによる
「コミュニケーションについて」という卓話
で、幼児期に獲得する社会性、協調性、共感性
の重要性について話されました。幼児期･少年期
に少人数、2〜3人で遊んだり、ゲーム機で遊ぶ
という遊び方が原因で、自己中心的で、自分の
能力を超えると直ぐパニックになり、感情を言
葉で表現する能力が低下すると説明されました。

 親睦活動委員会　目黒　誠之さん

　今日は「ロータリーの友」からいくつかご紹

レクトの次年度の運営方針につい
てのお話があり、冒頭RI会長エレ
クト ロンD･バートン氏の国際協
議会の所信表明ビデオが約20分程
会場に流されました。
　１ ．国際協議会で、バートン氏

が参加者に寄付を呼びかけたら、参加者全
員から総額675,421ドル（60,112,469円：当時
レート$1＝89）集めることができました。

　２ ．ポリオプラス活動の推進
　３ ．次年度のテーマ
　　「ロータリーを実践し　皆に豊かな人生を」
　　　ENGAGE ROTARY　CHANGE LIVES
　 　これはまさに自分が呼びかけたから（実践し

たから）多額の寄付が集まり、財団を通じて、
人を幸せにするだろうし、何よりもあなた自
身の人生が一番豊かになるはずです。

　と結ばれました。

塩澤ガバナーエレクトの地区運営方針
　１ ．人に対する「思いやり」「明るさ」、自分

と企業の「健康」を念頭に、ロータリーを
実践しよう。

　２ ．会員増強　純増2名
　３ ．財団寄付　100ドル／人　年間
　４ ．米山奨学会　16,000円／年間

　基調講演は、野口パストガバナーが行われま
した。
　3年に1回行われる規定審議会の出席報告
　抜粋（興味深い話）
　１ ．地区協議会が、地区研修協議会に名称変更
　２ ．新世代の呼び名が、青少年に再度変更
　３ ．職業分類に、専業主婦が加わる（ただし、以

前職業に従事した経験が問われるようです）。

　秋田・青森地区が3年前の同会議で全体数が
1,200名未満になった時点で地区編成を変え、ど
こかに統合される旨が決まっていたが、今回地
区からの、異議申し立て発表で1,100人未満にな
っても、現行地区のままと決議されました。
　これは、プレゼンテーションの勝利であり、
簡単に決定事項も覆されていました。

〔文科会〕
　会長部会に出席いたしましたが、急遽リーダ
ーが変わられた事もあり、リーダーのレクチャ
ーはなく、各グループ別に、問題点の討議がな
されました。北松浦RCの切実な問題として、事

ロータリー 3分間情報
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介させて頂きたいと思います。
　「ロータリーの友5月号」の巻
頭「SPEECH」に「国境を越え
た強固な信頼関係の構築」という
タイトルの記事がありました。
　前上智大学学長の石澤先生からの寄稿です
が、カンボジアにおける遺跡の調査研究、保存
修復の事業を通じて、カンボジアの人たちと強
固な人間関係の構築を図ってきたという内容
で、国際協力、文化協力を実践するためには、
「知的奉仕活動ができる人材」を日本において
育成することが最も重要な課題と述べられてい
ます。全体的に非常に興味深い内容となってい
ますので是非皆さんご一読ください。文章の最
後を「継続は力なり」という表現で締め括られ
ているのも非常に共感させられました。
　実は、当社も奉仕活動、環境問題対策の一環で
15年前より東南アジア諸国でマングローブの植
林を行っています。マレーシア、インドネシアや
タイ、ベトナム等へ行き、1週間かけて現地の方
と一緒になって植林を行っています。毎年30名
の社員、関係者が参加しています。この15年間
で植林した面積は7,543ヘクタール、育った森が
吸収している年間CO2は74,000トンになっていま
す。私は、東京で働いていた時は正直応募したこ
とがなかったのですが、ロータリーに所属させて
頂き、最近興味を持ち始めたところでした。
　今回のロータリーの友の巻頭SPEECHを読
み、植林活動に参加してみたいとの思いを強くし
た次第です。ちなみに、皆さんはご存知かと思い
ますが、「マングローブ」とは、「海の森」と呼
ばれ、アジア、アフリカなどの熱帯、亜熱帯地方
の海岸線や河口の一部で干潟に生い茂る植物群の
総称で、二酸化炭素を吸収し蓄えること、津波等
の自然災害からの防波堤の役割も果たすというこ
とで、マングローブが生い茂った地域は「命のゆ
りかご」と呼ばれているようです。
　最後に、35ページに「はじめる一歩」という
コーナーがあり、「あなたはなぜロータリア
ン？」というテーマで投稿があります。
　簡単に要約すると、入会理由は会員のみなさ
ん十人十色で、積極的に入会した人、どちらか
というと消極的だった人、様々だけど、消極的
だった人も、1年経ち、2年経つうちに良い友人
ができ、色々教えてくれる先輩ができ、また、
奉仕活動を通じて多くの出会い、感動を共有
し、ロータリーに入会して良かったと思うよう
になるという記事です。そして最終的には「あ

なたはなぜロータリアン？」という問いに対する
積極的な答えを見出すことができると書かれて
いました。
　私も「あなたはなぜロータリアン？」という
問いに対して自信を持って回答できるようにな
りたいと思った次第です。

 親睦活動委員会　大久保利博さん
○今月の誕生祝い
　安部　直樹さん（19日）
　池本　仁史さん（21日）
　加納洋二郎さん（24日）

 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん

【5月8日分】
長島　正 会長、円田　浩司 幹事
平尾　幸一 副幹事
　次年度への期待も込めて、地区協議会の成功
を祈念してニコニコします。

田中　信孝さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございまし
た。無事25年経過しました。

【5月15日分】
長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、井手　常博さん
大神　邦明さん、米倉　洋一郎さん
坂本　　敏さん、古賀　　巖さん
髙瀬　宏滋さん、納所　佳民さん
城島　一彦さん、佐藤　丈治さん
白田　浩一さん、目黒　誠之さん
大久保利博さん、坂元　　崇さん
山縣　義道さん、中村　徳裕さん
松尾　慶一さん、中川　知之さん
　商工中金 佐藤  淳支店長の卓話に期待して。

川冨　正弘さん
　地区協議会の試食会には参加させていただき、
おいしいものを食べさせていただきましたが、本
会議には医師会行事のため、残念ながら欠席しま
したので、お詫びも兼ねニコニコします。

安倍　直樹さん、池本　仁史さん
　誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝
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⇨ 2 %のインフレ目標／円高の是正／無制限の量
的緩和／大規模な公共工事
　102.15円／ドル
　日経平均 15,062円（5/15 10:30現在）
　景気回復 20%が景気回復を実感…

4．事業承継　M&A
◦会社はだれのもの　所有と経営
　 事業承継の出口→株式公開or親族内の承継or社

員への承継or他社MAor廃業（廃業は年間7万社）
　 20年前は90%が親族内承継であったが、現在

は60%弱…子息がいないケースから、いても
継がないケースが増加

　60代の経営者では1／3が後継者未定
◦事業承継
　 現状把握…株価算定(相続税評価額)で問題の大

きさを把握
　 株価→純資産価額と類似業種比準価格で決定
（割合は会社規模で変わる）

◦Ｍ&A
　メリット　 売り手：後継者問題の解決／従業

員の雇用維持
　　　　　　 買い手：市場シェアの拡大／規模

のメリット／顧客人材ノウハウの
取得⇒時間を買う

　企業評価　資産ベース→自己資本＋営業権
　　　　　　 収益ベース→DCF±ネットキャッシュ
　株式譲渡と事業譲渡

『とりとめのない話』
　　会員　佐藤　淳さん
　　　㈱商工組合中央金庫
　　　佐世保支店 支店長

1．自己紹介
　昨年8月、本部より家族3人で佐世保へ赴任。
昭和レトロ感たっぷりの街並みに少々戸惑った
が、今では懐かしささえ覚える。
　コンパクトシティで住みやすい街。非常にいい
場所に赴任してきたことを感謝。
　1990年 商工中金へ入社。東京支店⇒大分支店
⇒名古屋支店⇒新宿支店⇒足利支店⇒本店ソリ
ューション事業部⇒佐世保支店

2．商工中金の説明
◦基本情報の紹介
　店舗数　103（国内 100　海外 3）
　資本金　2 ,186億円
　融資量　9.6兆円　7万社の中小企業との取引
　（ 親和銀行 1,298,688M　十八銀行 1,311,066M
　　福岡銀行 6,670,975M　24/3時点）
◦商工中金設立経緯
　 昭和11年11月設立　昭和2年金融恐慌
　昭和4年世界恐慌
　共同組合制度構想が浮上、組織化が推進。
　 金融面サポートのため商工省が中心となり設立
　 当初は日本興業銀行本店内に事務所、全国7か

所で事業開始。
◦佐世保支店
　昭和47年6月17日（昭和44年10月出張所）
　職員数20名（ピーク 56年 51名）
　商工会議所の1室で事業開始

3．経済の話
　 アベノミクス…大胆な金融政策／機動的な財

政政策／民間投資を喚起する成長戦略
（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　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  

卓　　話

ニコニコボックス 5月 8日合計 4,000円
 5月15日合計 24,000円
 累　　計 813,000円

◇

＊5〜6月  例会予定＊

　5月29日 新会員　坂元　　崇さん
 （㈱坂元木工工芸　取締役社長）

　6月 5日 ㈱十八銀行法人ソリューション部
　　　 アジアデスク（前 長崎県上海事業部副所長）

 　山下　淳司 様

　6月12日 新会員　池本　仁史さん
 （㈱長崎新聞社  取締役佐世保支社長）

　6月19日 クラブ協議会

　6月26日 クラブ協議会

( )


