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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。春光うららか
な好季節となりました。しか
し、熊本では地震が発生して約
2週間が経ち困難は続いていま
す。熊本市内も水道、電気等イ
ンフラは復旧して来たようで
す。又、新幹線や、高速道路も次第に通じるよ
うに成りましたが、余震は800回を超えまだ続
いています。私達は経済活動を通じて息の長い
支援を考えなければと思います。
　報告ですが、先日4月13日㈬に佐世保学園長
の加藤喜久様が着任され、私がご挨拶させて頂
きました。又、創立65周年式典反省会を4月20
日㈬に開催しました。尚、本日は例会の前に2
名の新会員候補者のオリエンテーションを会員
増強、ロータリー情報・文献記録、両委員会に
より実施致しました。
　最後に、本日の持ち回り理事会にて、①新入
会員入会の承認、②地区を通じて熊本への義捐
金は私共佐世保RCより10万円、台南RCより10
万円を頂き、併せて連名にて28日の〆切日ま
でに送ることの承認を頂きました。
　以上で会長挨拶と致します。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2016年5月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。（参考：4月＝116円）

２．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　R財団委員会委員長	 山田　　晃さん
　　資金推進委員会委員長	 永尾　竹則さん
　ロータリー財団年次寄付再度のお願い

３．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
 「ハイライトよねやま193号」が届いております。

４．第2740地区	ガバナーエレクト事務所
　ゴールデンウィーク休業のお知らせ
　　4月29日㈮〜5月8日㈰

■職業奉仕委員会	 委員長　平尾　幸一
職場訪問の最終案内
　次回、5月11日㈬の例会後に
職場訪問を行います。参加され
る会員は36名の予定で、例会終
了後に、石井海陸興業の近くよ
り、大型バスで出発いたしま
す。また、乗用車で現地集合される11名の方
は、14:15頃までに、ハウステンボス･技術セ
ンター㈱の駐車場へお越しください。
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会　長　挨　拶 例 会 記 録

4月20日㈬ 創立65周年式典反省会の様子

幹 事 報 告

委員会報告



■次期会長　増本　一也
国際ロータリー第2740地区
2016-2017年度
地区研修･協議会の報告
　日時／2016年4月24日㈰
　　　　13:30開会
　会場／ ANAクラウンプラザホテル
　　　　長崎グラバーヒル
　出席者／増本　一也（次期会長）
　　　　　松尾　文隆（次期幹事）
　　　　　有薗　良太（次期クラブ奉仕管理運営委員長）
　　　　　菅沼宏比古（次期R奉仕プロジェクト委員長）
　　　　　古賀　　巖（青少年奉仕委員長)
　　　　　川口　博樹（ロータリー財団委員長)

◎主なプログラム
　◦次年度地区方針
　　 ガバナーエレクト　㟢永　　剛
　◦基調講演「2016年 規定審議会報告」
　　 パストガバナー　野口　　清
　◦研修会
　　①会長・幹事部会 （増本会長・松尾幹事）
　　②クラブ奉仕統括委員会 （有薗理事）
　　③職業奉仕委員会 （菅沼理事）
　　④社会奉仕委員会 
　　⑤青少年奉仕統括委員会 （古賀理事）
　　⑥ロータリー財団委員会 （川口理事）
　◦新年度地区運営について
　　 次年度地区幹事　小林　純一

◎2016年 RI規定審議会の決議事項について
　【アメリカ･イリノイ州シカゴで開催：2016年4月9日-17日】

　 世界532地区より代表議員が集まり、118件
の制定案と63件の決議案が審議された（計
181件）。

　① RI人頭分担金を増額：2017年より毎年3年
間に亘って4ドルずつ増額されます。

　　 具体的には、2017-2018年度 60ドル、
2018-2019年度 64ドル、2019-2020年度 
68ドルになっていきます。これは、立法案
の採決ですから拒否する事は出来ません。

　②出席免除に関する件：入会20年以上を付加
　③ クラブ会計が理事会メンバーとなるように

規定する件
　④クラブ内の委員会について規定する件
　⑤ロータリークラブの目的を定義する件
　⑥クラブ例会と出席に柔軟性を認める件

　⑦ 会員身分の規定の変更：RI定款より6項目
を削除し、「職業上又は地域社会でよい評判
を受けており、地域社会及び世界において
奉仕する意欲のある人」と変更されました。

　⑧Eクラブと従来のクラブの差別を無くす。
　⑨ ローターアクターが正会員となる事を承認。

（二重会員）
　※ 詳細につきましては、地区のホームページ

をご参照下さい。

■次期幹事　松尾　文隆
◦2016-2017年度
　大委員会開催のご案内
　日時／2016年5月18日㈬
　　　　18:30〜
　会場／アイトワ4F　TEL 32-8118

◦委員会事業計画書提出のお願い
　 　皆様のセルフボックスに次年度の組織図表

を入れております。各小委員長におかれまし
ては、事業（活動）計画書を作成の上、5月2
日㈪までに統括する大委員長へ提出して頂く
ようお願いします。尚、大委員長より幹事へ
の提出は5月13日㈮迄にお願いいたします。

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
○結婚記念月のお祝い
　安部　直樹・恵美子さん ご夫妻（1日）
　坂本　　敏・和代　さん ご夫妻（7日）
　平尾　幸一・透江　さん ご夫妻（14日）
　川口　博樹・順子　さん ご夫妻（17日）
　円田　　昭・美和子さん ご夫妻（20日）
　石田　謙二・恵子　さん ご夫妻（20日）
　髙田　俊夫・伸子　さん ご夫妻（23日）
　石井　正剛・佳子　さん ご夫妻（28日）
　田口　恵介・佐和子さん ご夫妻（29日）
　岡村　一郎・周子　さん ご夫妻（29日）
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慶　　　祝

次年度報告



	 親睦活動委員会　星　　　裕
田中丸善弥会長、木村　公康副会長
芹野　隆英幹事、橘髙　克和さん
円田　浩司さん、坂元　　崇さん
古賀　　巖さん、星　　　裕さん
米倉洋一郎さん、石井　正剛さん
長島　　正さん、佐々木秀也さん
富永　雅弘さん、井上　斉爾さん
吉田　英樹さん、大神　吉史さん
石田　謙二さん、黒木　政純さん
山縣　義道さん、松尾　慶一さん
平尾　幸一さん、納所　佳民さん
福田　金治さん、増本　一也さん
筒井　和彦さん、中村　徳裕さん
松尾　文隆さん、田中丸善保さん
池田　真秀さん、中川　知之さん
　加納洋二郎さんの海外卓話に期待して。

松本　英介さん
　加納洋二郎応援団。

安部　直樹さん、平尾　幸一さん
円田　　昭さん、石田　謙二さん
髙田　俊夫さん、石井　正剛さん
田口　恵介さん、岡村　一郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

星　　　裕さん（九州電力）
　ツイッター等で「川内原子力発電所の制御棒
が、地震の影響で作動しない」という情報が拡
散していますが、そのようなことはありません。
　4月16日の熊本地震（本震）においても、耐震
設計上考慮している揺れに比べ、十分小さい揺
れであり、安全に運転を継続しています。
　仮に、大きな揺れが起きた場合でも、制御棒
は自動で落下挿入され、原子炉は安全に停止で
きるように設計されています。また、地震翌日
の17日には動作試験を行い、正常に動作する
ことを確認しています。
　皆さんに安心していただきたいので、ニコニ
コいたします。

	 指揮　髙田　俊夫

「朧
おぼろづきよ

月夜」合唱 作詞：高野辰之
 作曲：岡野貞一

1914年（大正3年）『尋常小学唱歌 第
六学年用』に初出。検定教科書が用
いられるようになった1948年（昭和
23年）から小学校6年生の音楽教科書
において採用され、平成以降も取り上げられている。

「朧月夜」とは、春の夜に月がほのかに霞んでいる情
景を指す季語。

『現場から見た世界情勢』

　会員　加納洋二郎さん

　５年ぶりの卓話となりまし
た。本日はよろしくお願いいた
します。
　まず最初に、先般の熊本地震による同業者
の様子ですが、同地区は生産に必要な水を豊
富な伏流水に頼っており、地震で水が濁った
ことにより製造再開に支障をきたしていると
聞きました。全国組織の工場でもあり、東日
本大震災で被災された方々が熊本へ転勤して
こられており再度被災されたということで
す。また中国からの研修生らが今回の被災に
より帰国も希望して人手不足という現象も起
こっているようです。気の毒なことと思いま
す。缶詰業界全体としては有事の利用という
ことで需要増加傾向にあるようです。
　さて、本題です。缶詰産業の始まりは発展
途上国にあるように外貨獲得手段として栄え
た経緯があります。その後の変動相場制の導
入により、新たな局面を迎えることとなりま
した。

　当社の海外工場に関して話を致します。
○マレーシア ペナン工場
　（プロティガム　フード）
　円高に伴い、日本国内からの輸出が困難に
なったため、これまで輸出で培ってきた東南
アジアの市場を継続するため現地工場設立を
決意しました。約30年前の事です。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　40,000 円

 累　　計 828,000 円

◇

卓　　話

歌の時間
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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

（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：田口　恵介）

　当初は現地販売会社との合弁でスタートしま
したが、現地と日本の経営思想の違いもあり、
スムーズは経営のためマジョリティを取って再
スタートして経緯もあります。その後は現地パ
ートナーとの信頼関係が構築でき得難い財産と
なっております。ちなみに現在の現地責任者は
元米山奨学生のマレーシア人です。
　マレーシアの特徴として、経済は中国（華
僑）系、政府行政はマレー系、労働層はインド
系といったような構図が出来ており　経営面
においてその長所短所は両面あります。
　最近、マレー系の政府系企業の躍進が目立
つようなってきており首かしげるところでも
あります。

○マレーシアのハラル事情
　最近ハラルは基準が厳格になり、工場の運
営がやりづらくなってきた面があります。背
景にはイスラム世界をより強固にという狙い
があるようです。宗教は文化であるため理論
では解決できない部分もあります。消毒用の
アルコールでさえ使用の可否が議論中です。

○インドネシア　スラバヤ工場
　（マリン　チプタ　アグン）
　脱缶詰事業を目指して1994年に水産加工に
着手しました。最近はチャイナプラスワンま
たはチャイナフリーというように脱チャイナ
傾向の中で新たなビジネスチャンスは広がっ
ています。ただし、現在の庶民派出身のジョ
コ大統領の政策がやや急進的なこともあり、
人件費の高騰や国内保護政策などに戸惑いも
多く、カントリーリスクと向き合いながらの
経営です。
　RCならではの偶然の出会いもありました。
以前、交換学生ジナン君が訪日中お世話にな
った佐世保高専に同様にインドネシアから留
学していたプリカさんとの再会です。今や一
企業のトップとして頑張っておりました。
　インドネシアは一般に親日的であり、経済
を牛耳ってきた華僑の人々とは受け入れ方が
違うように感じます。昨今ISのテロ活動に対
してイスラム国という表現が気になります。
報道等の表現をぜひ変えてもらいたいと思い
ます。

○メキシコ　エンセナダ工場
　 (プロダクトス　マリノス　ABC)
　日本でイワシが獲れなくなって25年になり
ます。いわし原料を求めて原料供給基地とし
て設立しました。当初、日本、マレーシア向
けに輸出を行ってきましたが現地が、蓄養マ
グロの事業が盛んになるにつれてマグロ餌の
供給、またマグロを日本向けに輸出する新た
な仕事が生まれました。近年日本国のいわし
が復活の兆しが出てきているのでまた新たな
局面を迎えそうです。
　ご清聴ありがとうございました。

＊5〜6月  例会卓話者予定＊

５月18日 佐世保市港湾部
  部長　神崎　良平 様

５月25日 長崎県佐世保警察署長
  警視正　森田　英孝 様 

６月１日 サントリー酒類株式会社
 九州支社長崎支店長 下永田浩二 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／5月17日㈫　15:45〜 
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／5月12日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／5月26日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／ボウリング例会　5月28日㈯　17:30〜
会場／西肥シルバーボウル（早岐1丁目13-11）

＊ 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。


