
日本の若者が世界に飛び出して、年収23億円、7
年契約で161億円を稼ぐ時代になりました。アメ
リカでの田中投手にかかるプレッシャーは相当
なものでしょう。しかし私には、金額が天文学
的数字でもあり、そのプレッシャーの大きさす
ら測り知ることができません。ニューヨーク・ヤ
ンキースには、イチローと黒田がいます。そこに
田中が加わりました。他にも、上原、田沢、ダ
ルビッシュが大リーグで活躍しており、私達を
わくわくさせてくれます。今年、日本からアメ
リカを訪れる人が又増えるでしょう。
　本日は、そんな経済効果もあるであろう、㈱
JTB九州 佐世保支店 支店長 田中尚子様をお迎
えして、旅に関するお話が聞けることを楽しみ
にしております。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　㈱JTB九州 佐世保支店 支店長 田中　尚子様
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん

 幹事　増本　一也さん
１．台南RC 会長 周亮宏（E･S）さん
　　60周年記念式典行事幹事長
  林振欽（Tweed）さん
　創立60周年記念式典お礼状が届いております。

２．国際ロータリー日本事務局 経理室
　2014年2月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（現行102円）です。

 会長　石井　正剛さん
　本日11時より亀山八幡宮におき
まして、今年お祝の年を迎えられ
ます、傘寿 玉野哲雄さん、喜寿 
田中丸善保さん、古希 安部直樹
さん、還暦 松尾文隆さん、本日
ご欠席ですが、還暦 加納洋二郎
さん、並びに会員の皆様と、１年間のご多幸と
ご健勝をお祈りすべく、長寿祈願を行いました
事をご報告いたします。又、今夕18:30より長寿
祝賀会を行いますので、ご出席の程宜しくお願
い致します。
　話は変わりますが、最近ノロウイルスが猛威
をふるっており、感染者は3万人以上と言われて
おります。浜松では1,000人以上が感染、食パン
が原因と断定されました。食パンというより、
従業員に付着していたウイルスが食パンに付着
したと言う方が正確でしょう。広島の場合は、
弁当のおかずを製造している企業が原因であろ
うと言われております。又、冷凍食品への農薬
混入事件で容疑者が逮捕されました。食に関係
する企業、役員の方は、これを教訓に更なる食
の管理、安全には万全を期されることでしょう。
　役員と申しますと、企業の役員報酬は様々で
す。日本一の役員報酬をもらっているのは、ご
存知、日産のカルロス・ゴーン氏の約9億円、概
して日本企業の外国人社長は高額の報酬を手に
しているようです。日本企業（どちらかと言うと
大手）の会長、社長の役員報酬の平均は、3,200
万円という統計が出ております。10年間で3億2
千万円、100年で32億円です。
　しかし、元楽天の田中将大投手、若干25歳の
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　② 地区の24クラブが対象で、1クラブより1件
の申請

　③ 実施年度の2月末までに終了するプロジェク
ト（申請は前年度の2月もしくは3月迄）

　④下限1万円～上限20万円（事業資金の1/2）
　⑤ 補助金支給決定額　応募件数・申請総額に

より変動あり
　　 クラブの地区補助金申請総額が、地区補助

金総額を超えた場合、
　　　1．補助金申請額
　　　2．地区補助金の過去の使用実績
　　　3． 1人あたりの年次基金およびその他の

寄付の額
　　　 等を勘案し地区ロータリー財団委員会で

決定する。

■資金推進・財団・米山委員会 梅村　良輔さん
　松尾文隆さん、玉野哲雄さ
んより、年次プログラム基金へ
ご寄付をいただきました。

 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん
○今月の誕生祝い
　大神　邦明さん（1日）
　下田　弥吉さん（3日）
　古賀　　巖さん（3日）
　城島　一彦さん（6日）
　坂元　　崇さん（7日）
　佐藤　　淳さん（10日）
　石井　正剛さん（11日）
　円田　浩司さん（12日）
　見藤　史朗さん（12日）
　芹野　隆英さん（13日）
　長富　正博さん（18日）
　山下　尚登さん（24日）
　黒木　政純さん（27日）
　佐々木秀也さん（29日）
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３．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　財団委員長 山田　　晃さん
　　補助金委員長 西川　義文さん
　 1月26日補助金セミナーご出席のお礼が届いて

おります。

４．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　地区大会実行委員長 山﨑　　弘さん
　2013-2014年度 地区大会のご案内
　4月11日㈮　18:00～
　　RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
　　会場／平戸海上ホテル

　4月12日㈯　12:00～16:30 本会議
　　会場／平戸文化センター 大ホール
　　登録料／会員 10,000円

　　18:30～20:00 記念懇親会
　　会場／平戸文化センター 大ホール
　　登録料／会員 7,000円

　4月13日㈰　8:30スタート
　　チャリティー記念ゴルフコンペ
　　場所／佐世保･平戸CC
　　参加費／会員 6,000円

５．第2740地区ガバナーエレクト 宮﨑　清彰さん
　　PETS実行委員長 中村　正美さん
　　PETSホストクラブ会長 久保　泰正さん
　 2014-2015年度「会長エレクト研修セミナー」

及び「次年度クラブ幹事セミナー」開催につ
いて（ご案内）

　　日時／2014年3月15日㈯　登録受付 12:00～
　　　　　点鐘 13:00　懇親会 17:30
　　会場／平安閣諫早サンプリエール（諫早市）
　　締め切り／2月14日㈮

■ロータリー財団委員会　委員長 松尾　文隆さん
ロータリー財団2013-2014年度
地区補助金セミナー報告
　日時／平成26年1月26日㈰
　　　　13:00～
　会場／佐世保市労働福祉センター
　出席者／円田　昭 会長エレクト
　　　　　松尾文隆 ロータリー財団担当

　2740地区での補助金総額 49,970＄（約500万円）
　グローバル補助金 250万円（50％）
　奨学生補助金 250万円（50％）

地区補助金の指針（概略）
　①クラブの参加資格認定覚書（MOU）の締結

委員会報告

慶　　　祝



大神　邦明さん、坂元　　崇さん
有薗　良太さん、川口　博樹さん
山口　剛史さん、岡村　一郎さん
中島　祥一さん、松尾　慶一さん
城島　一彦さん、岡　　英樹さん
森　　信正さん、見藤　史朗さん
松尾　　貴さん、大久保利博さん
西村　一芳さん、井上　斉爾さん
前田　勇人さん、目黒　誠之さん
圡井　弘志さん、池本　仁史さん
円田　　昭さん、井手　常博さん
梅村　良輔さん、長富　正博さん
坂本　　敏さん、黒木　政純さん
幸良　秋夫さん、富永　雅弘さん
田中丸善保さん、大神　吉史さん
平尾　幸一さん、川原　忠徳さん
芹野　隆英さん、玉野　哲雄さん
松尾　文隆さん、池田　真秀さん
吉田　秀樹さん、髙田　俊夫さん
円田　浩司さん、中川　知之さん
　九州文化学園バレー部全国制覇おめでとうご
ざいます。

石井　正剛会長、大神　邦明さん
古賀　　巖さん、円田　浩司さん
見藤　史朗さん、城島　一彦さん
芹野　隆英さん、長富　正博さん
黒木　政純さん、佐々木秀也さん
坂元　　崇さん
　誕生祝いありがとうございます。

田中丸善保さん、米倉洋一郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

井上　斉爾さん、玉野　哲雄さん
　永年会員並びに100％出席表彰ありがとうござ
います。

◯永年会員表彰
　井上　斉爾さん（30年）
　遠田　公夫さん（27年）　
　下田　弥吉さん（24年）

◯出席100％表彰
　玉野　哲雄さん（36回）

○結婚記念月のお祝い
　松本　由昭・洋子　さん ご夫妻（11日）
　髙瀨　宏滋・まり子さん ご夫妻（18日）
　田中丸善保・栄子　さん ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　さん ご夫妻（31日）

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
佐世保南RC　太田　博道さん
　佐世保南RCの太田です。今年もたびたびお世
話になると思いますが、よろしくお願いします。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、芹野　隆英さん
梅村　良輔さん、川口　博樹さん
　㈱JTB九州 佐世保支店長 田中尚子様の卓話に
期待して。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、橘髙　克和さん
福田　金治さん、古賀　　巖さん
武井　洋一さん、木村　公康さん
米倉洋一郎さん、前田　文智さん
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ニコニコボックス 本日合計 　72,000 円

 累　　計 642,000 円

◇

ニコニコボックス
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（今週の担当　大久保利博）
 （カメラ担当　目黒　誠之）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

『私の職業』

　㈱JTB九州 佐世保支店
　　支店長　田中　尚子 様

　JTBは1912年に外客誘致を目的
としてジャパンツーリストビュー
ローとして創業いたしました。弊社創業時の時代
背景は、1905年日露戦争が日本の勝利で終戦し
たもののロシア帝国からの賠償金はなく巨額の外
債が残り、更には1907年の世界的な恐慌にも巻
き込まれ、日本の輸出産業が大きな打撃を受け、
著しい財政困難を招いた時代と聞いています。
　佐世保支店も1935年10月1日に玉屋様の中でご
旅行の案内所として開設されました。1945年に
空襲により焼失し、翌年に佐世保駅構内で手回り
品の運搬業務から再スタートし、来年には佐世保
での支店開設80周年を迎えます。
　私は1964年、東京オリンピックの年に生まれ
ました。日本で海外観光旅行がスタートした年で
す。持ち出し外貨500ドル、年に1回と制限付き
でした。また、大卒の初任給が2万円、旅行はヨ
ーロッパ17日間のツアーで71万円、ホノルル往
復航空券30万円近くと大変高額なものでした。
現在、初任給は10倍の約20万円となり、ホノル
ルはツアーでも5日間で約12万円～です。卵は物
価の優等生とよく言われますが、旅行も値下がり
し身近なものに変わりました。
　団体旅行営業をしていました頃は、お客様に同
行させていただきました。その中で、『最も異国
にきた！』と強く感じましたのは、15年以上前
に訪れたイランです。航空機がイランの上空にさ
しかかりますと、『乗客の皆様はイランの習慣に
従って髪をスカーフで覆ってください。』と機内
アナウンスが流れます。お客様にも事前にイラン
はイスラムの教えに沿って女性はご自宅以外では
髪にスカーフを巻くので、ご用意いただくよう
に、また、足が見える服はだめで、ズボンで来て
いただくようご案内しています。当然、添乗員の
私もスカーフで走り回るのですが、髪が出てきて
その都度、周りにいる方からガイドさんを通じて
注意を受けていました。

＊2〜3月  例会予定＊　

 2月12日 アンデスの風　
  代表　山崎　和幸 様

 2月19日 創立記念日例会　

 2月26日 佐世保青年会議所　
  理事長　山下　忠則 様

 3月 5 日 新会員卓話 田頭　慎一さん
（または山口　剛史さん）

　私が入社した時代は、動物に例えるなら猛々し
いライオンのような営業マンが求められていまし
た。すでに顕在化している旅行需要がまわりに数
多く存在し、他社に勝ってツアーを獲得し数多く
のツアーを催行させていくには、精神的にも肉体
的にも強い人が必要でした。
　しかしながらこの頃は、草食系男子に代表され
るようにキリンや象のような優しい男性社員が多
く入社してくるようになりました。ダイバシティ
＝人の多様な価値観を認めるという考えが弊社に
も浸透し、キリンや象を無理やりライオンとして
育てるのではなく、キリンの良さを認め活かして
育てるというのが、今私たちに求められているマ
ネージメントスタイルです。
　ダイバシティの考えだけではなく、顕在化して
いる旅行を獲得していく段階から、弊社の仕事も
旅を作り出す、人の流れをどうやって創出してい
くかということが求められてきました。もちろん
忘れてはいけないのが、地域に喜ばれる貢献でき
る人の流れであるということです。時代が求める
人を変えてきたのだと感じます。旅は、車やお洋
服のように目に見えない商品です。
　販売に携わる人の考えや知識、雰囲気や人柄に
よりお客様に付加価値をお感じいただき、カスタ
マーバリューが決まると感じます。この佐世保で
お客様にお客様をご紹介いただける、そんなお店
を目指してまいりたいと思います。本日は貴重な
お時間をいただきありがとうございました。

卓　　話



傘寿　玉野　哲雄さん
喜寿　田中丸善保さん
古希　安部　直樹さん
還暦　加納洋二郎さん
　　　松尾　文隆さん

2014年1月29日㈬ 祈願祭　11:00  亀山八幡宮
 祝賀会　18:30  佐世保玉屋7階文化ホール 

長寿祈願祭・祝賀会

祈願祭　亀山八幡宮にて

会長挨拶
石井正剛さん

代表挨拶
玉野哲雄さん 賀寿を迎えられた皆さん

乾杯
佐々木秀也さん

万歳
大神吉史さん


