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さんについて
　 お米寄贈についての進捗状況をロータリ

財団委員会 松尾文隆委員長報告
８． 西海学園高等学校校長 菅沼宏比古様よ

り、創立記念第52回西海珠算選手権大
会の後援お願いについて

　 佐世保ロータリークラブ賞（奨励金30,000
円・トロフィー18個分）を例年通り承認　

９． ハイスクール茶会 イン ハウステンボス
大会会長 安部直樹様より　

   「 ハイスクール茶会インハウステンボス」
への協力依頼（後援）について　

　日時：平成26年5月24日㈯　11:00～15:00
　場所：ハウステンボス
　当クラブ60周年事業も今や多くの高等学
校が参加する行事となった事と同時に、青
少年の健全育成の見地からハイスクール実
行委員会に今一度、協賛金30,000円を寄贈
することで承認
10．ＲＹＬＡについて　
　 5月24日㈯・25日㈰ 国立諫早青少年自然

の家にて開催
　当クラブメンバー 3名
　ローターアクト 3名　出席　　　〈確認〉

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ゲスト
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 会長　石井　正剛さん
　5月5日は立夏でした。暦の
上では夏到来です。しかし、
この時季一日の温度差が大変
激しいようです。体調管理に
は十分お気を付けください。
　本日例会に先立ちまして、理事会を行い
ましたのでご報告いたします。
１．観桜例会決算について　　
　ほぼ予算案通りにて承認
２．本年度活動報告書提出期限について　
　提出期限：５月７日
　大委員長より幹事へ提出を確認
３．新会員入会について
　お一人はオリエンテーション終了の報告
　お一人は新入会員候補者についての承認
４． 第2740地区ローターアクト年次大会に

ついて　
　開催日：平成26年6月21日㈯～22日㈰
　会　場：ホテル グランドパレス諫早
 〈確認〉
５． 佐世保市「空き缶キャンペーン」開催に

ついて　
　開催日：平成26年6月1日㈰　9:00～
　場　所：名切中央公園「友愛の森」
 〈確認〉
６．６月例会プログラムについて
　変更確認
７． 1992年度 佐世保RC国際奨学生、並びに
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　　集合場所／ 市役所玄関前 または JR九州佐
世保駅前広場

　　佐世保RCは「友愛の森」を清掃

７．つくも苑 施設長  自治会  ひまわり会長
　運動会開催のお知らせ
　　日時／平成26年5月10日㈯　10:00～11:40
　　場所／つくも苑グラウンド

■資金推進・財団・米山委員会
 委員長　溝口　尚則さん
米山奨学生のご紹介
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　国籍：ベトナム
　在籍校：長崎国際大学国際観光学科３年

　こんにちは。私は
ベトナムのハノイか
ら参りました、ブイ,
チ ティ ビックと申し
ます。今、長崎国際
大学 観光学科の 3 年
生です。大学で勉強しているのは、日本語教
師になるための勉強をしています。私は留学
生なので、日本語を習うときの苦労を解って
います。日本人の先生が説明出来ない単語が
沢山あります。なので、将来、日本語教師に
なって、日本人の先生に負けないように、一
生懸命勉強しています。
　私の夢はもう一つあります。それはベトナ
ムで、日本料理店を開くことです。この店
で、ベトナム人に日本の文化を紹介できます。
　日本語教師と日本料理店を経営するのは、
どちらの目的も日本とベトナムのかけはしに
なるためです。これで社会に貢献したいと思
います。
　これからよろしくお願いいたします！

■職業奉仕委員会 委員長　松本　由昭さん
　4月23日例会終了後、今年度
の職場訪問を実施致しましたと
ころ、年度初めのご多忙な時期
にもかかわらず、石井会長はじ
め20名の会員の皆様に参加いた
だきました。場所は、西海市にある株式会社
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 幹事　増本　一也さん
１．国際ロータリー日本事務局 経理室
　2014年5月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（現行102円）です。

２．ガバナーエレクト 宮﨑　清彰さん
　　地区研修・協議会実行委員長
  長島　吉寛さん
　　地区研修・協議会ホストクラブ
 諫早RC会長　　池田　光利さん
　 2014-15年度『地区研修・協議会』参加のお

礼状が届いております。

３．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　地区幹事  竹田　健介さん
　クラブ表彰と個人表彰について
　 　ガバナー補佐のクラブ訪問を利用して、

各クラブの例会で、それぞれの表彰状をお
渡しします。

４．ガバナーエレクト 宮﨑　清彰さん
　　インターアクト地区委員長 若杉　能將さん
　　ホストクラブ会長（大村東RC）
 佐藤　英人さん
　�2014-2015年度インターアクト年次大会のご
案内

　　期日／平成26年7月26日㈯～7月27日㈰
　　 メイン会場／ 長崎インターナショナルホテル

（開・閉会式、分科会、その他）
　　サブ会場／ 長崎県立大村城南高等学校（分

科会）

　 インターアクトクラブの生徒、顧問教師の方
は出来るだけ全員参加。

　 提唱クラブのロータリアンは、3名以上の
義務登録をお願い致します。

　登録締切日／平成26年6月16日㈪

５．第2740地区ガバナー事務所
　 ホームページ更新のお知らせ

６．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（ご案内）
　　実施日時／平成26年6月1日㈰　9:00～
　　　　　　　集合 8:50

幹 事 報 告

委員会報告



吉田　英樹さん、松尾　　貴さん
佐藤　　淳さん、松本　由昭さん
松瀬　茂雄さん、大久保利博さん
岡村　一郎さん、城島　一彦さん
米倉洋一郎さん、田頭　愼一さん
木村　公康さん、河原　忠徳さん
橘髙　克和さん、芹野　隆英さん
山縣　義道さん、円田　浩司さん
坂本　　敏さん、坂元　　崇さん
平尾　幸一さん、前田　勇人さん
井上　斉爾さん
　㈱九電工佐世保営業所所長 山口剛史さんの
卓話に期待して。

溝口　尚則さん、幸良　秋夫さん
　米山奨学生 ブイ, チ ティ ビックさんが来られ
ていますが、今後とも米山奨学生をよろしく
お願いいたします。

岡村　一郎さん
　佐世保赴任記念に、島原までのウォーキン
グに参加しました。なんとか完歩できました
のでニコニコします（18時間18分）。来年の
GWは素直に帰省することにします。

『建設業界における九電工の業務内容』

　会員　山口　剛史さん
　（㈱九電工佐世保営業所 所長）

１．会社の歴史
　 昭和19年12月に「九州電気工

事株式会社」としてスタート。
　 軍要請により九州にあった14の電気工事会

社を統合
　平成元年に「株式会社 九電工」に社名変更
　今年12月1日に70周年を迎えます。

２．事業内容
①配電設備工事

大島造船所に出かけてまいりました。当日は
晴天にも恵まれ、約1時間ほどのドライブも快
適でした。
　まずはホテルオリーブベイにて本日のため
に出張を早めに切り上げて帰国された、取締
役総務部長の岡部様より超大型スクリーンを
使って会社説明を行っていただきました。そ
の後、ホテル内豪華客室、並びに船の請負契
約締結の特別室の見学を実施。
　次に大島酒造場にて焼酎、梅酒などの説明
を受けた後試飲会を実施。当然そのあとでた
くさんお買い上げされた方もいらっしゃった
ようでした。次に会員リクエストにてトマト
園に向かい、有名な大島トマトの試食並びに
購入を行いました。
　最後に造船所構内へ向かい、各工程の見学
を行いました。バルクキャリアー船に関して
は世界一の品質を誇るだけあって構内は整理
整頓が行き届き、ゴミ等は全く見当たりませ
んでした。昨年は１年間に36隻の建造実績で
すから毎月3隻完成させていることになります
が、恐るべき効率化を図っておられることが
良く分かりました。
　帰りには参加者全員に焼酎「529」（コニャ
ックの当て字だそうです）をお土産としていた
だき、帰路につきました。
　委員会として行き届かない点もあったかと
は思いますが、会員の皆様のご協力のもと、
長崎県における世界的企業の見学という、委
員会プログラムが無事終了できましたことに
お礼申しあげます。

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　今度の5月11日㈰、8RC親睦ゴルフ大会が行
われます。今回は佐世保クラブがバラバラの
スタートになっております。時間を間違えな
いようにお願いします。私も過去3回役に立っ
てませんので、がんばります。

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、西村　一芳さん
前田　文智さん、大神　吉史さん
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ニコニコボックス 本日合計 　30,000 円

 累　　計 886,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話
朗遊会より



　九州電力の委託工事会社として電柱・電線
全般の建設及び保守工事等を施工し、地中線
工事では社会的要請から電線の地中化が推進
されています。
　発電所内や鉄塔送電線は当社工事ではな
く、電柱作業などの配電設備工事のみです。
　施工エリアは九州電力管内だけとなり本州
や沖縄は工事しません。
　電気は目に見えないため、最悪の場合は死
に至る非常に危険な作業であり、様々な作業
手順を遵守し、「部下の命・上司の命・自分の
命は自分が守る」という強い思いで毎日の作
業を行います。
　また、台風等での停電時の復旧作業に従事
し、社会に貢献しております。

②電気設備工事
　建物の電気・照明・コンセントに関する工
事など電気を実際に使えるための工事です。

③空調管設備工事
　建物の空調設備・換気設備・給排水衛生設
備・防災設備等の設備工事を行います。
　電気・空調管部門は、関東・関西・沖縄で
も工事します。
　一般家庭の工事から大規模な建物まで大小
様々な規模の工事をします。

３．売り上げと業界ランキング
　売り上げは、全体の約50％が電気工事、約
30％が空調管工事、約20％が配電工事です。
　バブル崩壊から「失われた20年」の間に、
建設投資額は80兆円から40兆円と、約半分に
まで落ち込みました。
　全国の設備工事業で当社は３位、電気工事
部門ランキングは４位、空調管工事部門では
９位となります。
　九電工の特徴は空調管の割合が非常に高
く、１社で電気も空調管工事もペアで施工で
きることです。

４．会社の展望
　九州全域に111箇所の支店・営業所がある強
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（今週の担当　長富　正博）
 （カメラ担当　佐藤　　淳）

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

＊5〜6月  例会予定＊

 5月21日　新会員　松尾　　貴さん

 5月28日　長崎国際大学RAC
  顧問　塚原　和之様
  会長　田浦　麗美さん

 6月４日　新会員　吉田　英樹さん

 6月11日　海上自衛隊佐世保地方総監
  池田　徳宏 様

 6月18日　クラブ協議会

 6月25日　クラブ協議会

みを生かし、「地域に密着した営業活動」を展
開してきました。小規模工事にも、力を入れ
て取り組んでいます。
　昨年、マレーシアとベトナム、タイに現地
法人を設立し、アジアへの進出を決め、更に
アジアにおける拠点として、シンガポールの
アペコ社を買収しました。
　太陽光発電は、お客様の施工だけでなく、
事業主として発電事業へ参入しました。
　現在計画中の案件も含めると、将来的には
200メガ以上になる予定です。

５．新規事業への取り組み
　①ベイサイドプレイス博多 ②天草オリーブ園

「アビーロ福岡 岩田屋店」③鹿児島中央駅「ア
ービックホテル」④北山カントリークラブ

　佐世保RCにもたくさんのお客様がいらっ
しゃいます。九電工に頼んで良かったと思
って頂けるよう、信頼され、選ばれ続ける
会社になるよう努めて参りたいと思います。


