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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。
　九州文化学園さんは国体で6
回優勝しておりますが、本日
は決勝戦です。7回目の優勝と
なることを祈っています。
　先週土曜日の「みらい」号で
の船上例会は、素晴らしいお天気のもとで、
美しい九十九島を背景に夕日とほぼ満月の月
をごらん頂き、楽しい観月を行うことが出来
有り難うございました。大久保委員長をはじ
め、委員の皆様には裏方で動いて頂きました
こと感謝致します。
　ご存知の通り、新たに台風21号は非常に
強い勢力（与那国では風速81.1m）で迫ってお
ります。すでに、関東、東北の大雨による水
害は被災地に大きな爪あとも残しておりま
す。また、各地での火山の噴火の影響も甚大
です。皆さん覚えておられるかと思います
が、昔は、活火山・休火山・死火山の分類が
ありました。阿蘇山・浅間山は「活火山」、富
士山は「休火山」、御嶽山・箱根山は「死火山」
でした。しかし、現在はこういう区分は廃止
され、過去1万年以内に噴火した山はすべて
「活火山」だそうです。大自然には人間の時
間感覚を当てはめるのは無理だということで
しょう。秋の観光シーズンを前に大きな被害
をもたらしております。台湾でも大きな被害
を受けたと聞いております。被災された方々
には、心よりお見舞い申しあげます。
　さて、先日はシルバーウィークでした。
「敬老の日」も祝われました。新聞記事で

は、80歳以上は初の1,000万人超、65歳を超
えますと高齢者に分類されるかと考えますと
ちょっと憂鬱になります。では「自分を何歳
位に感じているか？」と言う質問を50歳以
上の男女（6,489人）にしたところ、「自分は若
い」と感じている人程、健康で長生きされて
いるそうです。寿命は確実に伸びておりま
す。我々にとって最も重要な資源である「時
間」は増えております。（因みにシンガポー
ルでは62歳定年を65歳まで、オーストラリア
では70歳まで働き、それから年金を受け取
る仕組みに変えるそうです。アジア各国も何
れも高齢化対策を取っているようです。）
　皆さんも日頃からお仕事に、趣味に、運動
にと勤しまれて健康寿命を延ばしておられま
す。是非、是非心は「活火山」でロータリー
例会、活動にもご出席お願いいたす次第です。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　㈲北村製茶　専務取締役� 北村　　誠�様

� 幹事　芹野　隆英
１．RI日本事務局
　「�財団ニュース� 2015年10月号」が届いて
おります。

２．第2740地区	ガバナー　太田　善久さん
	 副ガバナー　宮㟢　清彰さん
　�ロータリー国際大会参加のご案内が届いて
おります。
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■親睦活動委員会	 委員長　大久保利博
　観月例会お礼
　先週26日㈯、創立65周年観
月例会及び懇親パーティーに多
数ご出席いただきまして、大変
ありがとうございました。おか
げ様をもちまして、77名の参
加を頂きました。皆様の日頃の行いが良かっ
たのか、天候にも恵まれ、夕日そして月と、
素晴らしい景色を満喫できたと思います。
不慣れの為、非常にご迷惑をお掛けしたこと
が多々あったと思いますが、お許し頂きたい
と思います。本当に有り難うございました。
　これから、12月の忘年家族会に向け、い
ろいろな練習が始まります。ご協力のほど、
宜しくお願い致します。

■クラブ奉仕・管理運営委員会
	 委員長　黒木　政純
　12月12日㈯の忘年家族会に
向けて、コーラス部を発足し
ます。第1回の練習日は10月14
日㈬夜で、今後水曜日に集ま
っていく予定です。ノドに自
信がある方もない方も、楽し
いコーラスにしたいと思いますので、たくさ
んの参加をお待ちしています。詳細は後ほど
連絡いたします。

■幹事　芹野　隆英
　国際ロータリー第2740地区
2015-16年度 地区大会が、11月
13日㈮､14日㈯､15日㈰に唐津
にて開催されます。役員理事、
及び入会3年未満の会員の方は
特に、14日㈯ 受付11:00〜 本大会（唐津市民
会館）への出席をお願いいたします。

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
　9月19日㈯に第1回朗遊会を開催しまし
た。今回は20名の参加でした。優勝は加納
洋二郎さん、2位木村公康さん、3位大久保
利博さんでした。

　　期　日／2016年5月29日㈰〜5月31日㈫
　　場　所／韓国ソウル
　　登録料／�12月15日迄登録ロータリアン�＄310
� 3月31日迄�＄375
� 現地登録�＄440
　　�登録は入場時間を同じくするために、ガ
バナー事務所にて団体一括登録をしま
す。（第1期登録のみ）

　　参加申し込み締め切り日：11月30日㈪

３．第2740地区
　　米山奨学委員長	 本多　善彦さん
　�2015-16年度「米山の集い」開催のご案内
が届いております。
　　日時／2015年10月4日㈰�
　　　　　10:30�受付　15:30�終了予定
　　会場／海

かいひんかん

浜館（虹の松原内）
　　クラブ出席予定者／�米山カウンセラー
　　　　　　　　　　　米山奨学生

４．第2740地区ローターアクト委員長
	 	緒方　重利さん
　　地区ローターアクト代表	立石　健悟さん
　�フェイスブックページ紹介カード送付につ
いて

５．佐世保東南RC	 	幹事　林田　利治さん
　�「�2015-16年度クラブ現況と活動計画書・
前年度活動実績報告書」が届いております。

６．佐世保中央RC	 	幹事　馬場　貴博さん
　�「�2015-16年度クラブ現況と活動計画書・
前年度活動実績報告書」が届いております。

７．陸上自衛隊相浦駐屯地
　�創立60周年記念行事のご案内（一般開放）が
届いております。
　　日時／2015年10月24日㈯　9:00〜15:00
　　場所／陸上自衛隊相浦駐屯地

８．海上自衛隊佐世保地方総監	山下　万喜様
　�自衛隊記念日�記念式典・祝賀会のご案内が
届いております。
　　記念式典／2015年10月29日㈭
　　　　　　　16:10〜17:40　
　　　　　　　会場：海上自衛隊平瀬武道場
　　祝 賀 会／18:00〜19:30
　　　　　　　会場：海上自衛隊�平瀬体育館
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委員会報告

朗遊会より



　次回は10月10日㈯です。10:20�第1組スタ
ートとなっています。まだご参加できますの
で、幹事までご連絡ください。

〔結果報告〕

� 親睦活動委員会　西村　一芳
○結婚記念月のお祝い
　河原　忠徳・綾香　さん�ご夫妻（3日）
　下田　弥吉・律子　さん�ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん�ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん�ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子　さん�ご夫妻（18日）
　黒木　政純・結花　さん�ご夫妻（28日）

	 親睦活動委員会　池田　真秀
石田　謙二さん
　北村��誠さんの卓話に期待して。

遠田　公夫さん
　「熱闘！甲子園！」は、野球だけではあり
ません。
　電話ユーザー協会主催で、昨日、長崎で開
催された、ビジネス・インテリジェンスの甲子
園とも言われる「電話応対コンテスト長崎県
大会」で、予選も含め、参加者130名の頂点
に立ったのは、西部ガス佐世保支店の若手男
性職員でした。さわやかで、顧客視点を配慮
した対応は見事でした。しかも、電話応対を

本業としている多くの会社を差し置いてのV
２達成です。
　次々と若手を育て、会社一丸となって電話
応対のスキルアップに取り組んでいる、小川
支店長のリーダーシップに敬意と喝采を送り
ます。審査員全員一致の快挙でした。
　全国大会でも、頑張ってください。NTT
岡村支店長、お世話ご苦労様でした。NCC
長崎文化放送やKTNテレビ長崎のローカルニ
ュースでも流れておりました。

小川信次郎さん
　昨日、長崎市で開催された岡村さんが所属
するNTTの電話応対コンクール長崎県大会
にて、当社の社員が優勝し、2年連続で全国
大会に出場することができました。ありがと
うございました。遠田さんも審査員お疲れさ
までした。

岡村　一郎さん
　弊社が後援している「電話応対コンクー
ル」長崎大会で西部ガス佐世保支店さまが見
事優勝され、全国大会出場となりました。小
川支店長にお祝いを申しあげるとともに、審
査委員長をされた遠田さまに感謝してニコニ
コします。

有薗　良太さん
　たまたま本当に一人で「すぎmoto」に伺
った所、JR情報誌の取材の最中でした。記
者の方にワインを一杯おごっただけで、情報
誌プリーズに載ってしまいました。私よりは
るかに多くお店に行かれ、又、出費されてい
る平尾さんをさしおいて全国デビューとなり
ました。

木村　公康さん、大久保利博さん
　朗遊会に入賞しましたのでニコニコします。

河原　忠徳さん、池田　真秀さん
中村　徳裕さん、黒木　政純さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。
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ニコニコボックス

�順位� 氏　名� OUT� IN� GROSS� HDCP� NET� GROSS順位

� 1� 加納洋二郎� 49� 44� 93� 20.4� 72.6� 8

� 2� 木村　公康� 48� 47� 95� 21.6� 73.4� 9�

� 3� 大久保利博� 42� 41� 83� 9.6� 73.4� 2

慶　　　祝

ニコニコボックス� 本日合計�　11,000 円

� 累　　計� 314,000 円

◇



	 指揮　井手　孝邦

「旅
りょしゅう

愁」合唱　　　　作詞（訳詞）：犬
いんどうきゅうけい

童球渓
　　　　　　　　　　　作曲：ジョン・P・オードウェイ
　　　　旅愁：旅行中に感じる、ものさびしさ。
　　　　�日本の詩人である犬童球渓が、明治40年（1907）

にアメリカの原曲を翻訳した唱歌。

『お客様との交流を糧として』
（小さな農家のおもしろい営業）

　㈲北村製茶　
　　専務取締役　北村　　誠	様

　私は、九十九島や平戸、五島を望む北松
佐々町迎木場免（妙観寺峠近く）の標高360メ
ートルの山頂にある9ヘクタールの開拓農園
で、8種類の日本茶を有機栽培し、加工販売
する会社で働いています。
　扱う商品は有機緑茶、青汁、ペットボトル
飲料等々。「北村もの」と呼ばれて高く評価
され、日本を代表する老舗料亭「なだ万」や
「ピジョン」の赤ちゃん向け飲料などで使わ
れています。今年8月からはJR九州の車内で
豪華料理が味わえる「スイーツ列車」で乗客
に提供されるお茶に選定。イタリア・ミラノ
万博でも展示出品されました。
　45年にわたる有機栽培技術を評価され、
これまで農林水産大臣賞、日本農業パイオニ
ア賞など数々受賞。2001年には長崎県有機
JAS第1号を取得。60年前入植した現地で有
機栽培技術を確立した父親親

ちか じ

二は、2012年
秋に黄綬褒章を受賞しました。
　私は18歳のとき、迷うことなく茶業で生
きる道を選びました。小学2年のとき、「父親
を助けたい」と決心をしていたからです。
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（今週の担当：河原　忠徳）
（カメラ担当：圡井　弘志）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊10〜11月  例会卓話者予定＊

10月14日� 九州旅客鉄道㈱
� � 長崎支社長　深田　康弘�様

10月21日� 米山奨学生

� � B
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ICHさん

10月28日� 新会員� 星　　�裕さん
� � （九州電力㈱相浦発電所�所長）

11月�4�日� 海上自衛隊佐世保地方総監
� � 海将　山下　万

かずき

喜�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月7日㈬　17:00〜�
会場／西海学園高等学校�記念館�会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月8日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

「飛び込み営業」で取り引き先を拡大してき
ました。苦い経験もあります。取り引き先か
らのM&Aの提案を断ったため、取り引きを
停止され、大きな借金を背負うことになりま
した。しかし、出直しを図り、復活すること
ができました。
　「人を憎まず、世を嘆かず、努力を惜しま
ず」「ならぬ堪忍するが堪忍」と自身に言い
聞かせ、「悪魔のように緻密に計画をたて、
天使のように大胆に行動する」をモットーに
精力的に働いています。「北村製茶がここま
でなったのは、お客さまをはじめ周りの人が
助け、かわいがってくれたから。だからお返
しをしていく」ということが信念です。
� 以上

卓　　話

歌の時間


