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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。つい昨日の
5日午後6時56分桜島が噴火し
て爆発の瞬間の映像を見た直
後、6日の午前4時には台湾で
震度6.4の大地震が発生しまし
た。特に台南市内の16階建て集合住宅の倒
壊では大勢の方が亡くなり不明者も数多く
おられるようです。
　皆さんと同様に、我が姉妹クラブの台南
市でのニュースを聞き大変心配いたしてお
ります。不幸中の幸いで台南RCのメンバー
ご家族はご無事であるとの連絡はいただき
ましたので、予定通り22名で来日されるこ
とと思います。当クラブとして早速、お見
舞いのメールは打たせていただきました。
　また、ラホヤRCからはCal Mannさん（奥
様は今回お仕事で欠席）、吉田ご夫妻の3名
ご出席です。尚、先日は懇親会の試食も行
い準備も整って参りました。楽しい祝賀会
になりますよう、当日に向け皆様の一層の
協力をお願いいたし、これにて、本日の会
長挨拶とさせていただきます。
　尚、本日下記の通り緊急にて「パスト会
長会」を開催いたしますので、どうぞご出
席お願いします。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

◯卓話者

　クラスペディア 代表 吉岡和佳子 様
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 幹事　芹野　隆英
１．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　青少年奉仕統括委員会
	 	委員長　古賀　秀仁さん
　　地区インターアクト委員会
	 	委員長　奥村　　豊さん
　 2015-2016年度インターアクト後期指導者

研修会のご案内
　　日時／2016年2月20日㈯
　　　　　受付 12:00
　　　　　研修会 13:00〜15:40
　　会場／ 佐賀県立唐津西高等学校内
　　　　　まつら同窓会会館
　　　　　（佐賀県唐津市町田字山田1992）
　　 出席対象者／提唱ロータリークラブ青少

年インターアクト委員長及び提唱高校イ
ンターアクトクラブ顧問教師、インター
アクター、ローターアクター

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/
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会 長 挨 拶 例 会 記 録

幹 事 報 告

「緊急パスト会長会」開催のご案内
  日時／平成28年2月10日㈬　13:30〜14:00
  会場／佐世保玉屋　7階玉昇庵



３．㈱熊平製作所	 会長　熊平　雅人	様
　「 抜粋のつゞり　その七十五」が届いてお

ります。

■創立65周年式典実行委員会
	 委員長　橘髙　克和
　緊急ではありますが、例会
終了後、打ち合わせを行いま
すので、各委員会の委員長・
副委員長は時間の許す限りご
参加ください。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 菅沼宏比古
　インターアクトクラブ例会の
実施曜日を火曜日に変更しま
した。
　次回は、2月16日㈫ 15:45よ
り西海学園高等学校 記念館 会
議室で行います。

 米倉洋一郎
「朗遊会」開催のご案内
　2015-16年度の第３回朗遊会
を下記のとおり開催致します。
皆様こぞってのご参加よろし
くお願い致します。

　日時／2016年3月26日㈯　11:19 スタート
　場所／ 佐世保カントリー倶楽部
　　　　石盛岳コース
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　4月から物語コーポレーションに就職しま
す。勤務地は神奈川県になりました。残念
ながら佐世保ではありませんが、これから
も頑張ります。ありがとうございました。

 親睦活動委員会　筒井　和彦

○今月の誕生祝い
　吉澤　俊介さん（8日）
　中川　知之さん（11日）
　佐保　　榮さん（12日）
　圡井　弘志さん（12日）
　梅村　良輔さん（15日）
　河原　忠徳さん（18日）
　富永　雅弘さん（28日）

 親睦活動委員会　長浜　陽介

米倉洋一郎さん、梅村　良輔さん
大久保利博さん、古賀　　巖さん
圡井　弘志さん、坂本　　敏さん
有薗　良太さん、松尾　文隆さん
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委員会報告

ニコニコボックス

朗遊会より

慶　　　祝

その他の報告

会長より奨学金の授与



　遠田公夫さん、佐世保カントリー倶楽部
2月 月例杯グランドシニアクラス初出場、初
優勝おめでとうございます。練習のたまも
のですね。
（今後、風当たり、八つ当たりがさらに強く
なること必至ですね。by 大久保）

黒木　政純さん、増本　一也さん
　クラスペディア代表 吉岡和佳子様の卓話
に期待して。

遠田　公夫さん
　文科系活動、明日11日、午後2時よりア
ルカスSASEBOにて、佐世保初の試みとし
て、アメリカを中心に世界で活躍されてい
る能楽師の観世流シテ方、清水寛二様を迎
えて文化講演会を開催致します。昨年のパ
グウォッシュ会議世界大会では、日本の伝
統芸とキリスト教をコラボした「長崎の聖
母」という作品を上演、大喝采を頂いた方
です。第二部のパネルディスカッションには
遠田も出ます。文化に興味のある方は是
非、お越しください。
　一方、体育会系活動では去る2月7日㈰、
小雪降る佐世保カントリー倶楽部の月例、
70歳以上の部ながら公式戦、初優勝しまし
た。長年の師匠、米倉さんのターンの指
導、坂元会員の飛ばしの指導、福田会員の
刻みの勇気、円田三郎会員や池田 豊会員の
さりげない一言助言のお陰です。雲の上の
方と思っていた、元、北RCのHDCP12の田
島先輩からは沢山のチョコレートを預かり、
次回からはスクラッチとなりました。大変勝
手ながら、当クラブ長年のライバル、長島
会員、円田 昭会員、古賀会員より少し先を
進むことになりましたので悪しからず。今
後も「練習は嘘つかない」を肝に銘じて、
水上ゴルフ場で精進を重ねたいと思います。

富永　雅弘さん、中川　知之さん
梅村　良輔さん、河原　忠徳さん
　誕生祝いありがとうございました。

『ワークライフバランスを、
　　　　　経営戦略に生かす』

　クラスペディア 代表
　ワークライフバランスコンサルタント

　　吉岡　和佳子	様

　私は、大村市の個人事務所「クラスペディ
ア」で、ワークライフバランスコンサルタント
をしています。会員の石田謙二さんには、
長崎新聞社在職時代に大変お世話になり、
今回こうしてご縁をいただき、感謝申しあ
げます。
　皆様の中で、こんなお困りごとを抱えて
おられませんか。「人材が集まらない、定着
しない」「新規開拓につながるアイデアが創
出できない」「利益が頭打ち」「メンタル疾
患が増えた」「情報共有ができず、風通しが
悪い」など…。
　このような悩みの増大は、実際には企業
の大小を問わず、日本全国でますます加速
しています。それは、日本の社会構造の変
化が原因の一つになっています。
　世間では「少子高齢化」がよく叫ばれて
います。戦後から高度成長期、バブル期ぐ
らいまでは、働き手が豊富な「人口ボーナ
ス期」でしたが、90年代以降、それが逆転
し、一気に働き手の割合が減少する「人口
オーナス期」となっています。日本の場合
は少子化に歯止めがかからなかったので、
他国に比べて一層拍車がかかっている状況
です。
　このような状況の中で、解決の道筋とし
て注目されているのが「ワークライフバラン
ス」です。ワークでしっかり成果を出し、
ライフの時間も充実させ、互いに相乗効果
を及ぼすことで、一層豊かにしていく…と
いうのが本来の意味です。
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卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 　16,000 円

 累　　計 597,000 円

◇



（4）

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

（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：田口　恵介）

　先ほど申し上げた、人口ボーナス期とオ
ーナス期では、成果を上げる働き方が全く
異なってきます。定時で生産性を上げる工
夫をし、多様な人材が一緒に活躍し、さま
ざまなアイデアを生み出せる環境、すなわ
ちワークライフバランスを実現する職場環境
が必要になってきます。
　従来型の長時間労働にメスを入れ、定時
でも成果を上げられるようになると、もち
ろん経費が下がります。メンタルなど心身
疾患のリスクも減少します。時間制約を問
わなくて済むため、働きやすい職場として
優秀な人材が集まります。ライフでの自己
研鑽、密度の濃い働き方で、組織全体の能
力が上がり、パフォーマンスも向上するでし
ょう。多様な人材が集まると、さまざまな
発想が生まれ、画一的な組織にはない、強
くてしなやかな組織づくりが期待できます。
　ワークライフバランスを経営戦略に取り入
れるメリットは大きく、今後長い目で見
て、企業が生き残っていくために不可欠な
キーワードとなっていくでしょう。
　しかし、組織文化を変革するため、初め
はギアチェンジが必要です。取り組み成功
のポイントとしては、①トップの正しい理
解と決意表明 ②賛同者を巻き込む ③平時の
「時間泥棒」を退治する ④仕組みや専門家
を活用する ⑤公平感を大切に─ということ
が挙げられます。ワークライフバランスを積
極的に実践することで、これからも元気に
発展を続けていただければと思います。

以上

＊2〜3月  例会卓話者予定＊

２月24日 西部ガス興商㈱
 レジャー健康部S.Bフィットネス
 佐世保店支配人 牧野　勝久 様

３月２日 陸上自衛隊西部方面混成団長兼
 相浦駐屯地司令 杉本　嘉章 様

３月９日 新会員 廣瀬　章博さん
　 ㈲佐世保不動産

３月16日 佐世保青年会議所（JC）
 新理事長 指山　　立 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／未定（検討中） 
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／2月18日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学 食堂

日時／2月27日㈯　10:00〜　役員交代式
会場／長崎国際大学

＊ 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。

相乗効果・好循環を生み出す

●健康な状態で取組め
　生産性UP。
●アイデアが湧き
　企画力UP。
●ムダを改善、
　効率的になる。

●心も身体も健康に。
●家庭参画が増え、
　夫婦関係良好に。
●外部との交流で
　人脈が広がる。
●自己研鑚の時間も
　確保できる。

Work
仕事

Life
私生活

～  ワークライフバランス  ～

相乗効果・好循環を生み出す

健康な状態で取組め生産性UP。
アイデアが湧き企画力UP。
ムダを改善、効率的になる。

心も身体も健康に。
家庭参画が増え、夫婦関係良好に。
外部との交流で人脈が広がる。
自己研鑚の時間も確保できる。
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～  ワークライフバランス  ～

＜クラスペディアとは？＞
　キク科の花で、先端にまん丸の黄色い花を付
けます。木琴のバチのような形をしていて、別名

「ドラムスティック」とも呼ばれます。オースト
ラリアが原産地となっています。開花時期は6月
〜10月。
　花言葉は「永遠の幸福」「心の扉をたたく」
です。


