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	 幹事　円田　浩司さん
１．長崎国際大学RAC
　第34回RYLA報告書が届いております。

■公共イメージ委員会	 委員長		木村　公康さん
　平成25年6月2日㈰	午前9時よ
り空き缶回収キャンペーンを行
います。場所は市役所前をと役
所から言われましたが、佐世保
ロータリーの森がある名切公園
をお願いしました。
　皆様、お忙しいでしょうが、宜しくご協力
をお願いします。

■ローターアクト委員会	委員長	高橋　理一さん
　5月23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86回例会が開催
されました。佐世保RCからは西
村さん、見藤さん、坂本さん、
大久保さん、高橋の5名が参加し、坂本さんの
卓話がメインでした。題目は「髪について」
ということでしたが、髪の話は短時間で、青
年会議所での経験をベースとした会員拡大の
話で、全会員が会員拡大の重要性を共有し、
会を楽しいものにすることが重要ということ
でした。又、将来の夢については、自分の夢
について話をされ、夢をどんどんみて、その

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。夏日の暑さが
続く五月晴れのお天気でした
が、すでに梅雨入りが宣言され
ました。これから暫くは蒸し暑
い時季が続きますので、体調管
理に十分気をつけてお過ごしください。
　一昨日、佐世保市内8クラブの会長・幹事会
が開催されました。市内8クラブで市長への表
敬訪問、ガバナー公式訪問歓迎会、クラブ対
抗ゴルフコンペなどの事業に連携を図りなが
ら担当をしてきましたが、今月で最終回とな
り、反省と慰労を兼ねた食事会となりました。
　残りの任期も後1ヵ月となり、皆さん、にこ
やかな表情で楽しいひと時を過ごしました。
　さて、本日は5月最後の例会となります。例
会終了後に職場訪問を予定しています。
　大神邦明さんの大新技研㈱を訪問させて頂
きます。大神さん、お世話をお掛けしますが
宜しくお願いします。そして、職場訪問の後
に楽しい企画を用意していますので、多くの
方のご参加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「我らの生業」
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　飯田　満治・節子　さん	ご夫妻（10日）
　副島　正義・三重子さん	ご夫妻（14日）
　古原　　進・洋子　さん	ご夫妻（18日）
　木村　公康・智里　さん	ご夫妻（22日）
　川冨　正弘・玲子　さん	ご夫妻（30日）

	 親睦活動委員会　城島　一彦
安部　直樹さん
　去る5月26日㈰、ハウステンボスでハイスクー
ル茶会を行いました。3年前、茶道部員140名
が、今年は350名参加、お客様は3,000人にの
ぼりました。ご協力ありがとうございました。

長島　　正	会長、円田　浩司	幹事
平尾　幸一	副幹事、米倉洋一郎さん
佐藤　　淳さん、城島　一彦さん
松瀬　茂雄さん、坂本　　敏さん
圡井　弘志さん、髙瀬　宏滋さん
井上　斉爾さん、増本　一也さん
松尾　文隆さん、橘髙　克和さん
有薗　良太さん、飯田　満治さん
古賀　　巖さん、芹野　隆英さん
大久保利通さん、梅村　良輔さん
中川　知之さん、佐藤　丈治さん
安部　直樹さん
　坂元　　崇会員の卓話に期待して。

安福鴻之助さん
　先日の朗遊会で優勝しました。ひんしゅく
を買うようなスコアで申し訳ありませんでし
た。40年ぶりの70台でした。

玉野　哲雄さん
　先日の朗遊会にて２位入賞しましたので、
ニコニコします。

円田　三郎さん、大久保利博さん
飯田　満治さん、古原　　進さん
木村　公康さん、川冨　正弘さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

夢を裏付けのあるものとし、具体化していく
努力をしようという内容でした。
　5月25日㈯、26日㈰、佐賀県北山自然の家に
おいて、第34回RYLAが開催され、長崎国際
大学RACの田中会長、瀧浪幹事、垣口会計と
共に参加してきました。青少年の参加者は67
名、ロータリアンの登録 112名（内、宿泊予定
66名）でした。RYLAのホストクラブである佐
賀南クラブ主体の運営でした。
　開講式後、オリエンテーションの史跡めぐり、
講演会、グループディスカッション、2日目も朝食
後、6㎞を超えるウォークラリー、グループディス
カッションの発表、閉講式とタイトな計画でし
た。21:10〜22:30が入浴時間＆自由時間で、自
由時間が少ないという印象を受けました。

	 安福鴻之助さん
佐世保RC・佐世保南RC
「合同ワイン会」のご案内
　日時／平成25年6月14日㈮　
　　　　18:30〜
　会場／セントラルホテル佐世保
　　　　（佐世保市上京町　TEL	25-0001）
　会費／お一人	8,000円
　ドレスコード／クールビズ

	 親睦活動委員会　佐藤　　淳さん

○結婚記念月のお祝い
　円田　三郎・幸子　さん	ご夫妻（3日）
　田中　信孝・さと子さん	ご夫妻（7日）
　大久保利博・美香　さん	ご夫妻（9日）
　松尾　弘司・喜美子さん	ご夫妻（10日）

ニコニコボックス

慶　　　祝

輪飲倶楽部より

ニコニコボックス	 本日合計	　36,000 円

	 累　　計	 864,000 円

◇
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	 井手　孝邦さん
「この道」合唱

『改めまして、坂元		崇と申します。
		よろしくお願いします。』

　会員　坂元　　崇さん
　（㈱坂元木工工芸　代表取締役）

●自己紹介
　1971.	1.	7	佐世保市生まれ
　大学卒業後、阪神大震災の起こった1995年4
月、大阪の建築設計事務所へ就職。4年間勤
め、1999年3月、現在の㈱坂元木工工芸に入
社。専務取締役を経て、2006年6月、代表取締
役となり現在にいたる（3代目）。

●会社の歴史
昭和11年4月
　	佐世保市高砂町に先代坂元伊勢太郎により

坂元木工所創設。軍の指定工場として営業。
　大東亜戦争により応召。
昭和27年2月
　	有限会社坂元木工所に改組。
　代表取締役	坂元伊勢太郎就任。（43年間）
昭和38年1月
　佐世保市俵町より白岳町606番地1に移転。
昭和54年10月
　	社長交代、代表取締役	坂元義紀就任。（27

年間）
平成17年4月
　	創業70周年を迎える。新社屋落成。
　白岳町1260番地1に移転。
平成18年6月
　	社長交代、三代目	代表取締役	坂元	崇就任。
（7年目）

●これまでと最近の出来事
①	1999.3	大阪より佐世保に帰省。両親と共に

家業へ（バブルが弾け、日本の景気が悪くな
っていた時）。会社の売り上げが落ち、大幅
な赤字の年に帰省。

②	営業、現場の管理、打ち合わせ等の仕事、
徐々に試算表、経営に携わるようになる。
試算表の見方を勉強中。どんぶり勘定はダ
メなことを知る。

③	時代がめまぐるしく変化をする中で、会社
のタスキを二代目より受け継ぎ、二代目、
監査役（母）の指導の下、何とか現在に至る。

④	社長交代しての2年くらいは、私自身、社長
の自覚が全くありませんでした。	

⑤	JCで2008年、カンボジアにコーントライ夢
中学校建設に携わり、そこで色んなことを
学びました（世界は一つ、自分さえ良けれ
ば、思いやりの心、感謝）。

　2011年	初めて卒業生が出た。
⑥	4年前、NBCコンサルタンツ「社長塾」とい

う研修に参加し、経営者として大切な事を
学ぶ（将来の夢は?	 どんな会社にしたいか?	
目標）。

⑦	NBCコンサルタンツ	社員全員で2泊3日で
「人材塾」という研修を、烏帽子の青少年の
天地で受ける。（役員を説得）

　	この研修で多くの事を知る事ができた。色
んなカリキュラムを通して、社員のこれま
で生きてきた背景、社員同士のことや、悩
み、趣味や嬉しい事など知る事ができた。
よく考えると、人生の大半を会社で過ごす
のに社員のことを何も知らなかったし、知
ろうとしなかった。社員同士も然り。少し
心をお互いに知り合う事ができ、色んな愛
情が生まれるようになった。

　	相手のことを思いやる気持ち、感謝の気持
ちの大切さを改めて痛感した。会社は少し
大きな家族で、私は父親のような大きな心
でみんなを包み込めるようにならなければ
と感じた。経営に必要な3要素「人・物・
金」、その中でも私は「人」だと感じ、人材
の教育、どこでも幸せに生きていける人材
を育成できる会社を目指そうと思った。私
自身が先ずは元気を発信し、この想いをし
っかりと伝える事ができる人間でないとい
けないと感じ、そんな経営者を目指してい
ます。

⑧	そして、私の夢は、「お客様に感動を与え、
社員とその家族が生きがいを持ち、日本一
幸せな会社を目指す。」です。

卓　　話

歌の時間
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　個人的な夢は、家族で豪華客船で世界一周
とマスターズを見に行く事。

〔経営理念〕
　お客様へ誠意を尽くし、感動を与える仕事
をする。
　ものづくりの仕事を通して、社会から必要
とされる会社、人材を目指す。
　社員と家族を幸せにできる会社を目指す。
の経営理念のもと、3つの基本理念と9つの行
動指針を大きな柱として経営。こういう時代
だからこそ「幸せに生きる」とはどういうこ
とかを考え、幸せに生きていることに感謝の
できる人になれれば、そんな生き生きとした
元気な人に、人って自然に集まると思いま
す。そう信じ精進してまいります。足りない
ものだらけの私ですが、今後ともよろしくお
願いします。

（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  

＊6月  例会予定＊

　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

職場訪問 と　き：2013年5月29日㈬　例会後〜
ところ：大新技研株式会社

　例会終了後、職場訪問
を行いました。
　大神邦明 代表取締役
社長、大神吉史 FA事業
部長より『現代パソコン
事情から、未来への環境
変化について』の説明を
受けてきました。

職場訪問後、オプションとして、文部
科学省 登録有形文化財に指定されてい
る「梅ヶ枝酒造」へ酒蔵見学に行って
きました。


