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係のこれから」の演題で、丹羽宇一郎先生（元
伊藤忠商事㈱会長）のご講演がありました。詳
しくは大会プログラムなど事務局に用意して
おりますのでご高覧ください。
　そして、クラブ表彰、個人表彰があり、次
年度の㟢永　剛

つよし

ガバナーエレクト（長崎北
RC）、さらに次々年度 駒井英基ガバナーノミ
ニー（佐賀南RC）の紹介、最後に長崎地区大会
の開催の案内がありました。懇親会は場所を
変え、唐津シーサイドホテルで盛会に催され
ました。地区大会の意義や、位置づけ、他ク
ラブとの関係など色々考えるよい機会でし
た。最後まで同行いただいた会員の皆様もお
疲れ様でした。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　㈱親和銀行 花高支店
 支店長　加藤千

ち ゆ り

由里 様
◯ゲスト
　㈱親和銀行 広報室長　猪

い の

野　博文 様 
◯ビジター
　佐世保南ＲＣ 太田　博道さん

	 幹事　芹野　隆英
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま188号　2015年11月13

日発行」のお知らせ
　ホームページでご覧ください。
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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。先週（11月11
日）には、新会員研修会並びに
歓迎懇親会が開催されました。
15名（20名中）の新会員に対し
て、講師を務めて頂いた順に米
倉洋一郎さん、長島　正さん、
そして福田金治さん、また円田浩司ロータリ
ー会員増強委員長、企画して頂きました橘髙
ロータリー情報･文献記録委員会委員長はじ
め、お世話いただいたメンバーの皆様、本当
に有り難うございました。厚く感謝御礼申し
あげます。
　更に、歓迎懇親会には48名に参加頂きまし
た。私も改めてロータリーについて貴重なお
話を伺えて懇親も出来、楽しい時間を過ごす
ことが出来ました。
　さて、もう一つのイベントとしまして11月
13･14･15日、ロータリー2015-2016年度地区
大会が唐津の地で開催されました。14日㈯の
本大会には57RCより1,312名の出席でした。
当クラブから会員14名（登録31名）、青少年よ
り4名（RAC3名、米山奨学生1名）、総勢18名
が参加して参りました。残念ながら太田ガバ
ナーは病気回復ならずご欠席され、宮㟢副ガ
バナーよりご挨拶がありました。RIの韓国の
呉海坤（オ･へゴン）会長代理からK.R.ラビンド
ラン会長よりのメッセージ伝達（「世界へのプ
レゼントになろう」…）もありました。
　記念講演は「グローバリゼーションと日中関

会 長 挨 拶

幹 事 報 告

例 会 記 録



２．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ
　ホームページアドレス http://www.d2740.org/

３．福岡矯正管区長	 古市　浩司	様
　　佐世保学園長	 伊藤　達也	様
　第33回九州矯正展ご案内
　　日時／平成27年11月21日㈯　9:30〜16:00
 22日㈰　9:30〜15:00
　　場所／市村記念体育館（佐賀市城内2-1-35）

４．名誉会員
　　海上自衛隊佐世保地方総監　山下　万

かずき

喜	様
　 平成27年度自衛隊記念日行事お礼状が届

いております。

５．長崎県共同募金会佐世保市支会
	 	朝長　則男	様
　 赤い羽根共同募金についてお礼状が届い

ております。

６．佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
	 	会長　土井　庸正	様
　 平成27年度育成協議会会員入会のお礼が

届いております。

	 親睦活動委員会　筒井　和彦
　先週の11月11日㈬に「新会
員研修・歓迎懇親会」を開催
して頂きました。今回の受講
対象者は20名でした。
　当日は、福田金治さんによ
る『ロータリー用語の解説』をはじめ、ロ
ータリークラブの歴史等についてご講義を頂
きました。
　諸先輩方におかれましては、ご多忙の
中、新会員の教育のためにお時間をつくっ
て頂きありがとうございました。これまで
のご活動に恥じないよう、私共も努めてい
きたいと思います。今後ともご指導のほ
ど、よろしくお願い申しあげます。

■親睦活動委員会	 星　　　裕
　11月14日㈯ 本会議の様子に
ついて報告します。天候は雨模
様ながら何とか持ち堪え、各
RCから多数が参加、当クラブ
からも田中丸会長はじめ14名が
参加し、唐津市民会館大ホール２階に席を
とりました。
　RI会長代理として韓国から呉海坤（オ・ヘ
ゴン）氏ご夫妻が来賓として出席され、ご夫
人は煌びやかなチマチョゴリで盛装されて
いらっしゃいました。呉氏は、日本語でご
挨拶されましたが、宮㟢副ガバナーから
「７割くらいしか分からなかった」と冷や
かされ、ご講評の際は韓国語でスピーチさ
れました。
　記念講演は丹羽前中国大使で、「習近平体
制は足元を固め、次の５年も安泰であろう。
もはや、経済も成長した中国を抜きにして国
際情勢は語れない」といった内容のご講演で
した。
　各種表彰にあたっては、女子留学生２人
が表彰状を運ぶ役目でしたが、初めて振袖
姿に着付けされ、舞台袖から中央までを慣
れない足取りでゆっくりと歩くため、妙な
間が開きました。それはそれでまったりと
し、会場は終始和やかな雰囲気に包まれて
いました。

■クラブ会報・広報委員会	 大神　吉史
　昼ごろから開始された地区
大会も無事に終えまして、待
ちに待った…ではなくカンパ
イよりも前に待ちに待てずで
唐津名物「大あらの煮付け」
にさっそく喰らいついてしまいまして、そ
の姿を追うかの様に他クラブのロータリアン
が食されていました。さすが佐世保ロータリ
ークラブは最先端を行くクラブなんだと感心
いたしました。
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地区大会報告

新会員研修会報告



	 囲碁・将棋同好会幹事　平尾　幸一

　本日、17時頃より、ニンジン
クラブにおきまして、囲碁･将
棋大会を総勢14名で開催致しま
す。4名の方は、コーラスの練
習後に参加される予定です。応
援にも来ていただけますと幸いです。

	 ロータリー情報・文献記録委員会　中島　祥一

ロータリーを再発見。奉仕と
友情の輪を広げよう。
　ロータリーの経験はクラブか
ら始まります。クラブに積極的
に参加して、リーダーシップと
知識を育み、生涯にわたる友情を築きましょ
う。社会のために役立ちたいと願う人たちが
集まるロータリーだからこそ、豊かな社会を
作り、世界に変化をもたらすことが出来ます。

地域の絆を強める
　「地域社会に貢献したい」そして「同じ関係
を持つ人々と知り合いたい」というのがロー
タリー入会理由のトップ2。また、クラブにと
どまり続ける理由も同じであることが調査で
わかっています。
　なぜロータリーに入会したのですか。ロー
タリアンとして、何をしたいとお考えですか。

ロータリーが世界にもたらすインパクト
　ロータリーには、すべての文化、すべての
職業から、職業上の専門性を生かして役に立
ちたいと思っているリーダーが集まっていま
す。ロータリアンは、責任あるリーダーとし
て、青少年の育成、保健の改善、平和の推
進、地域社会の発展など、奉仕活動を通じて
世界の難題に取り組みながら、世界中の地域
社会を変えていくために活動しています。
　ロータリーのグローバルなネットワークがも
たらす影響は世界120万人の会員を通じて、さ
らに広がり続けています。

　ポリオ撲滅活動のように、ほぼその目的が
達成されたものもあります。
　ロータリアンは、ロータリーの標語「超我
の奉仕」と高潔さを大切にしながら、地域や
世界のために日々活動しています。

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
◯誕生月のお祝い
　井上　斉爾さん（3日）
　福田　金治さん（4日）
　田口　恵介さん（7日）
　星　　　裕さん（9日）
　武井　洋一さん（15日）
　髙瀨　宏滋さん（15日）
　髙田　俊夫さん（18日）
　松尾　文隆さん（22日）

◯永年会員表彰
　佐々木秀也さん（42年）
　安部　直樹さん（37年）

◯出席100％表彰
　富永　雅弘さん（18年）
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慶　　　祝

囲碁・将棋同好会より

ロータリー３分間情報



　尚、昨日一部ダメ出しが出ましたので、今
現在も最後の調整を行っています。間に合う
でしょうか。

佐々木秀也さん、富永　雅弘さん
　永年会員表彰および出席100％表彰、ありが
とうございます。

井上　斉爾さん、福田　金治さん
田口　恵介さん、髙田　俊夫さん
松尾　文隆さん、星　　　裕さん
　誕生日お祝いを頂きありがとうございます。

『女性活躍推進』をどう感じ、
どう思われていますか？	
　　〜私の経験談

　㈱親和銀行 花高支店
　　支店長　加藤　千由里	様

【自己紹介します】
　昭和39年生まれの51歳になります。昭和58
年3月に松浦高校を卒業し、その年親和銀行に
入行、勤続33年目ということになります。そ
の間に、結婚、男女1人ずつの子宝にも恵ま
れ、働きながら子育てを経験し、今は2人とも
関東圏の大学に行っています。
　平成25年10月から現在の職責である花高支
店の支店長として勤めています。

【今日ここでお話する事となった背景ですが】
　今年8月に「女性活躍推進法」が成立した
ように、特に「女性の活躍」が身近であると
よく言われています。「女性活躍推進」の文字
を見ない日はないほどです。そんな中、親和
銀行には6名の女性管理職がいて内4名が女性
支店長です。今回「女性支店長から、仕事と
家庭の両立、悩み、経験談などを聞いてみた
い」とのリクエストがあったということで、
私が話をすることとなりました。

卓　　話

 親睦活動委員会　田口　恵介
〔11月11日分〕
安部　直樹さん
　11月7日は九州文化学園の70周年の記念式
典、祝賀会を行いましたところ、多数の会員
の皆様のご列席を頂きありがとうございまし
た。今後共宜しくお願い致します。

田中　信孝さん
　先日、佐世保実業学園50周年記念式典を挙
行いたしました。皆様のご支援のお陰で50年
無事過ごすことが出来ました。感謝の意をこ
めてニコニコします。

菅沼宏比古さん
　西海学園は、今年度、創立90周年を迎え、
昨日記念式典を挙行いたしました。
　これもひとえに、ロータリーの皆様をはじ
めとし、地域の皆様のご支援のおかげです。
　今後は、100周年を目指して努力していきま
す。皆様の更なるご支援をよろしくお願いい
たします。
--------------------------------------------------

〔11月18日分〕
佐世保南RC　太田　博道さん
　本日はよろしくお願いします。安福さんの
ご冥福をお祈り致します。

松本　英介さん
① 世は挙げて五郎丸に田中丸。先月の半ばご

ろから難聴の私の耳にも田中丸あいさつが
とおるようになって来て、ご近所衆（福田､
井上､橘髙）と喜び合いました。ナニ！補聴
器を買えばもっとよく聞こえるよ…。そう
はいかんぞ。

② 新会員歓迎の夕、私の眼のヨコで珍事があ
りました。釣師の井上さんが、先どなりの
髙田さんに、カマス釣の講釈中、熱が入り
過ぎて、活き造りのカマスを持ち上げたと
ころ、カマスの最後のヒト噛みにあう事件
がありました。

　活造りは、セリノかヨネクラか。

古賀　　巖さん
　本日18時よりきらきらフェスティバル点灯
式です。今年で20回を迎えます。今年も島瀬
美術館の壁面やステージのイルミネーションを
させていただきました。よろしかったら、点
灯式にお出かけください。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 11月1 1 日合計 11,000円
 11月18日合計 12,000円
 累　　計 452,000円

◇
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【ここからが本題の経験談となりますが、自分
の印象に残るイベントとその時どう考え乗り
越えてきたかをお話しします。】
◯結婚
　25歳でひとつ年下の主人と結婚しました。
主人の母は仕事をしていませんでしたので、
主人からは仕事をやめてほしいといわれまし
たが、仕事をしながら父の面倒をみていた母
の姿をみていましたし、この頃には女性も経
済力を持つべきだと考えており、「仕事を続け
る」と説得し、佐々で二人の生活がスタート
しました。

◯第１子出産と仕事
　妊娠中の女性の体の状態は本当に人それぞれ
で…。今の立場になって実際、妊娠･出産する
女性行員を部下に持った時はいろいろと気を遣
うことが多く、その時自分の妊娠中を思い出
し、周りへの気遣いや感謝の気持ちがあったの
かなと反省しました。どちらも実際経験してみ
て、妊娠･出産･復帰のときは特にお互いの配慮
が重要で、「妊娠している自分も働きやすいし
周りも働きやすい」を全員で提案しコミュニケ
ーションを取ることが必要だと思います。

◯システム統合
　この時も目の前の仕事を確実に終わらせる
事だけを考えキャリアアップなど全く考えて
いませんでした。終わった時には役職がひと
つあがっていました。
　「キャリアアップをめざして」とよく言われ
ますが、私個人の考えとしては、目の前の仕
事をやり遂げていくことで責任のあるポジシ
ョンが与えられるもので、今の仕事を大事に
することがまず第一だと思います。

◯支店長として
　女性支店長であることで「お客さまの反応
はどうでしたか」とよく訊かれます。
　心掛けていたのはローカウンターにお座り
いただいたお客さまにはお茶を出して会話し
てお客さまを覚えること、また覚えていただ
くことでした。お客さまは個人顧客層が中心
ですからお年寄りとかは女性支店長であるこ
とを喜んでいただけたりもしました。今の若
い女性行員は勉強を積み重ねています。今後
は女性担当者が融資の件で訪問させていただ
く機会も増えてくるかもしれません。是非公
平な目プラスアルファで迎えていただきます
ようお願いいたします。

◯最後に
　女性の環境は男性よりも色々なパターンが
考えられますが、周りの環境を変えるのには
限界があります。自分自身が自分の環境に合
わせて気持ちを前向きにコントロールするこ
とがうまく切り抜けていく一番の方法だと考
え、これからも前に進んでいきたいと思いま
す。ありがとうございました。
 以上

＊12月  例会卓話者予定＊

12月２日 年次総会

 新会員 西田　勝彦さん
 佐世保公証役場　公証人

12月９日 佐世保史談会　
  　会長　中島　眞澄 様

12月16日 佐世保観光大使 内川　優依 様
（㈱十八銀行  佐世保支店勤務）

  　諸国　麻椰 様
（長崎県立大学３年生）

12月23日 祝日休会日

12月30日 指定休会日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

12月の例会は休会となっております。

歳末助け合い街頭募金活動のご案内
日時／12月 5 日㈯　10:30〜12:30
場所／島瀬公園前（アーケード）

日時／12月12日㈯　12:00〜13:30
場所／親和銀行前（アーケード）

日時／12月20日㈰　11:00〜12:30
場所／親和銀行前（アーケード）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月26日㈭　19:30（食事開始）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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。

（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：大神　吉史）
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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

新会員研修会及び懇親会

第2740地区 2015-16年度

日時／2015年11月11日㈬　研修会16:00〜 懇親会18:30〜
会場／レオプラザホテル佐世保

日時／2015年11月13日㈮〜15日㈰
会場／唐津シーサイドホテル、唐津市民会館

田中丸善弥会長挨拶

乾杯
橘髙 克和 ロータリー情報･

文献記録委員会委員長

研修会の様子

13日  RI会長代理歓迎晩餐会（唐津シーサイドホテルにて）13日  地区指導者育成セミナー
（唐津シーサイドホテルにて）

14日  本会議出席
（唐津市民会館にて）

本会議場の様子 第５グループガバナー補佐
大神邦明さんによるグループ紹介

丹羽宇一郎氏による
記念講演

14日  記念懇親会
（唐津シーサイドホテルにて）

次回は長崎で開催宮崎清彰 副ガバナーご夫妻と
RI会長代理 呉

オ

海
ヘ ゴ ン

坤ご夫妻

懇親会の様子
お開きのあいさつ

増本 一也会長エレクト

司会の井手孝邦さん講師の米倉洋一郎さん、長島 正パスト会長、福田 金治パスト会長

地 区 大 会


