
「人」の確保が難しくなると考えられます。
　「ものづくりニッポン」である現在、そして
将来のためには今ある「人・モノ・金」を有効
に使い、そしてさらにそれらが発揮できる状
況を今から確保しなければならないと考えま
す。『いかに現状を情報化（システム化）し、現
場が安全に運用できるように明確な指示のも
と、交互通信による共有情報を活用し責任を
持った業務』が今後の安全な会社づくりにな
ると思っています。ご静聴ありがとうござい
ました。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ゲスト
　米山奨学生　B
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ICHさん
○ビジター
　佐世保南RC　桟　　宗利さん

 会長　円田　　昭
　今年の夏は麦わら帽子よりも
雨傘が活躍し、子供たちの夏休
みもあとわずかとなってしまい
ました。先週行った平戸のゴル
フ場ではまだ紫陽花が花を咲か
せており、梅雨から一気に秋になりそうな気
配です。
　また、先週発生した広島での土石流被害も
想定を大きく上回る大災害となってしまいま
した。佐世保も傾斜地が多く、山を削り、谷

『次世代システムが求める環境』

　　会員　大神　吉史
（アドウィン株式会社 代表取締役社長）

　アドウィンは大新技研株式会
社の子会社としてソフトウェアの販売、保守メ
ンテナンスなどサポート業務を主体に約2000社
以上の対応を行っている会社です。
　その中で主力業務としては、FAシステム事
業部におけるCAD/CAMシステム、ならびに
医療ソリューション事業部のリモートメンテ
ナンス、電話サポートを行いお客様の業務に
支障が出ないよう常にサポート体制ができる
状況を作り出しています。
　さて、今回お話させていただく内容は「次
世代が求める環境」という事で、時代が急速
に変化するこの時代においてハード・ソフト・
ネットワークがあり、これから未来における
様々な機器との付き合い方についてお伝えし
たいと思います。
　PCやタブレット端末など機器が進化しつづ
ける状況においてソフトウェアも変化し続けま
す。これから先もさらに変化する状況となり
ます。そこで、これから5年後を見据えて考え
た場合「人・モノ・金」がやはり重要であるた
め、これらを「明確な管理」が求められてく
る状況になると考えています。
　なぜならば、10年後先をさらに見据えた場
合、人口は減り続ける状況であり、労働者人
口も減る状況であり会社存続に必要である
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７．大村RC
　週報 No.4−8 が届いております。

■R奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　黒木　政純
職業奉仕セミナーのご案内
　8月30日㈯ 14時より、武雄セ
ンチュリーホテルにて、RI第
2740地区の職業奉仕セミナーが
開催されます。参加予定の方は
よろしくお願いします。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
　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。

 朗遊会幹事　坂本　　敏
　8月30日㈯ 第1回朗遊会を開催します。佐世
保カントリー倶楽部にて9時30分よりスタート
します。
　また、第2回を10月4日㈯ ソロプチ チャリテ
ィーコンペ内で行います。時間は10時前後で
す。今年度は、ダブルペリア方式を採用します。

 雑誌委員会　委員長　松尾　慶一
　お待たせ致しました、ロータ
リーの友を読んでロータリーを
楽しもう。ロータリーを再発見
できる、という雑誌の時間であ
ります。思い起こしますに、な
んと私、入会して初めての体験であります。
そして、昨夜、ロータリーの友を斜め読みしま
した。
　すると、なんと！なんと！8月号にシリーズ
で『わがまち…そしてロータリー』に、でかで
かと、このように、長崎県佐世保市の文字が
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を埋めた造成地が多くあると思いますので他
人事ではないような気が致します。
　先週配布しました「ロータリーの友」横書
きページに気になる記事がありました。それ
は「配偶者をロータリーに」というもので
す。ご意見、ご感想は様々でしょうがそのよ
うな流れもあるという事でご一読頂きたいと
思います。
　また、縦書きページに「わがまち…そして
ロータリー」という取材記事では佐世保が紹
介されております。

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局	経理室
　 2014年9月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円です。
 （参考）8月ロータリーレート：102円

２．一般財団法人	ロータリーの友事務所
　『ロータリーの友手引書』が届いております。

３．RI第2530地区	2014-15年度ガバナー
	 野崎　　潔さん
　社会奉仕委員長	 渡部　英一さん
　「 福島にこらんしょ！」風評被害を払拭プロ

ジェクトご案内

４．地区青少年奉仕統括委員長	 中島　洋三さん
　　地区インターアクト委員長	若杉　能將さん
　 インターアクト前期指導者研修会の資料と

してIAC活動計画及び報告について（お願い）
　　締め切り日　9月10日㈬まで

5．第2740地区ガバナー事務所
　 ホームページ更新（8月22日）のお知らせが届

いております。

６．佐世保南RC	 	幹事　植木　義孝さん
　　佐世保西RC	 幹事　西浦　隆洋さん
　　佐世保中央RC	 幹事　本田　　実さん
　「 クラブ現況及び活動計画書・前年度活動

実績報告書」が届いております。

幹 事 報 告

委員会報告

朗遊会より

雑誌の時間



あるではありませんか。
　やはり、今日の私のためにロータリーの神様
は素晴らしい資料を用意して頂いたんです。
　その中身はと言えば、大先輩の竹本慶三さ
んの丸々4ページにわたり『人が集まるところ
に人は集まる イベント連射する のぼせもん』
というタイトルで、これまでの商店街から佐
世保全体を活性化させようと取り組んできた
物語がわかりやすく記事になっていました。
平成8年の大塔ジャスコ進出の話から危機感を
持った竹本さんは、地域の商店街の役割を3つ
にまとめ、一つ、物を売り買いする経済的役
割。二つ、人々の出会いの場となる社会的役
割。三つ、情報を発信する文化的役割。と表
現しました。
　そして、その役割を達成する為には様々な
イベントを仕掛けていく事が必要だと訴え
て、商店街のやる気のある人たちに呼びかけ
話し合ったそうです。その朝会議がおもしろ
いんですね。『若者・馬鹿者・よそ者会議』と
いう名前で、会議のルールは『それは無理
だ』とか、『出来そうもない』と言わないで、

『どうすれば実現できるか』だけについて話し
合って来たそうです。そこから、皆さんがよ
くご存知の、「よさこいさせぼ祭り」や「きら
きらフェスティバル」など、沢山のイベント
を仕掛けました。
　最新版は、「護衛艦カレーグランプリ」だそ
うです。10隻の護衛艦から味の違うカレーを
300食ずつ合計3,000食提供してもらい、市民
に試食してもらい、美味しさの投票がなされ
たそうです。すごいですね。それを読みなが
ら、私も、平成の初めごろに竹本さんから突
然たのまれたことを思い出しました。
　口癖の、「お前慶一、おれ慶三、でさ慶一さ
頼みのあっとばってん。」何かと思えば、「四
ヶ町で夏の土曜日に夜市ばすっけん何かして
くれんね。」「何かって、何ばですか？」「何ち
ゃよかけん、出来っことでよかけんさ」。
　その結果、私の仲間達で佐賀銀行の前で7
月・8月のお盆迄の土曜日、なんと7週連続で
土曜日の夜6時から9時まで、らくやきコーナ
ーをする羽目になりました。
　しかし、この企画が一番合っていたと自画
自賛していました。素焼に絵付を指導して、
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翌週、焼き上げて持って来ます。お客様への
声掛けが『来週また四ヶ町へ来てください』
ですから、こんなに四ヶ町にとって喜んでも
らえる企画は無いでしょう。イベントがおし
まいになるまで7年くらい夏休みの週末をつぎ
込んで来ましたので、毎年家族からは「夏休
みは母子家庭」と言われ続けた事を懐かしく
思い出しました。
　それくらい竹本さんの思いが私たちを動か
したのだと思います。是非、まだ読んでない
方は佐世保の記事を読んでください。

	 出席・例会委員会　小川信次郎
◯出席100%表彰
　菅沼宏比古さん（17回）

 親睦活動委員会　古賀　　巖
◯結婚記念月のお祝い
　玉野　哲雄・貞子さんご夫妻（13日）

	 親睦活動委員会　山口　剛史
佐世保南RC　桟　　宗利さん
　先般の父の葬儀に際し、円田会長をはじ
め、多くの佐世保クラブの皆様のご厚志有り
がとうございました。やっと少し落ち着いて
参りましたのでご挨拶に伺いました。

安福鴻之助さん
　父親より良く出来た男と言われる大神吉史
さんの卓話に期待しています。

城島　一彦さん
　ミス・ユニバース・ジャパンの辻 恵子さんの

慶　　　祝

ニコニコボックス



（20歳以上の同性2名での登録、うち1人が独
身であれば既婚者もOK！ロータリアンも出席
可能です）

玉野　哲雄さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

	 ソングリーダー　髙田　俊夫
「箱根八里」合唱

代役として急にお願いして申し訳ありません
でした。

円田　　昭さん、平尾　幸一さん
納所　佳民さん、髙瀨　宏滋さん
米倉洋一郎さん、吉田　英樹さん
大久保利博さん、坂元　　崇さん
松尾　　貴さん、前田　文智さん
黒木　政純さん、古賀　　巖さん
石井　正剛さん、増本　一也さん
芹野　隆英さん、有薗　良太さん
山口　剛史さん、円田　浩司さん
橘髙　克和さん、山下　尚登さん
中村　徳裕さん、佐々木秀也さん
小川信次郎さん、岡村　一郎さん
　大神吉史会員の卓話に大いに期待します。

大神　吉史さん
　本日は貴重なお時間をいただきまして卓話
させていただきます。質疑は会社にて受け付
けております。宜しくお願い致します。
ちなみに アドウィン  TEL39-1742  

玉野　哲雄さん
　ロータリーの友8月号の中のわがまちそして
ロータリーの記事の中にウエスタナの写真を
掲載して頂きましたので、ニコニコします。

中村　徳裕さん
　実行委員を務めている“させぼdeまちコン
2014”の男性参加者がたりません!! 開催は9月
21日㈰ですが…申し込み締め切りは今週末8月
31日㈰にせまっています！
　約1,000人の男女が、（市内約40軒のお店の
うち）3軒のお店をめぐって出会いとグルメを
楽しむイベントです。
　是非、会員の皆様のお知り合い、社員の方
などに参加をおすすめいただきたく、よろし
くお願いします。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　松瀬　茂雄）

＊9月  例会予定＊

 9月10日 観月例会

 9月17日 佐世保市　
 中国国際交流員 龍

りゅう

　倩
せい

 様

 9月24日 佐世保市  　
 韓国国際交流員 李

い

載
ぜ う

宇 様

歌の時間

ニコニコボックス
 （訂正）8月20日分合計 11,000円
 8月27日分合計 40,000円
 　累　　計 227,000円

◇


