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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。風薫るさわ
やかな季節となりました。皆
さんの連休はどうでしたでし
ょうか。5月はロータリーでは
「青少年奉仕」の強化月間で
す。また、今月から9月までは官公庁ではク
ールビズという時期にもなりました。
　先日、読んでおりました記事から、スマー
トフォンからのインターネット利用人口が、
昨年500万人を超えた（ニールセン調査）と伝
えておりました。近年はパソコンを持たない
大学生も増えているそうで、我が国と諸外国
との比較では若者のノートPC所有率は10〜
20代で60.5％（例；米国72.5％）、デスクトッ
プは24.4％（例；米国51.6％）と欧米に比べ遥
かに低い数値です。若い学生が「予測変換や
フリック入力がないPCでは文章を書くのが
面倒くさい」のだそうです。大学のレポート
は学校に設置されているPCを利用、他は全
てスマートフォンで事足りると言う訳らしい
のです。
　記事では、大学に入るまで、メールを送っ
たことが無い学生が増えている。最初からス
マホで、友達や家族とはLINEやツイッター
でやりとりするのでメールを送る必要がな
い。…と言うことで、「日本の若者のPCスキ
ルは先進国で最低レベル」と、時代が変われ
ば常識も変わると言えるようです。

　余談ですが、最近は、生まれてから一度も
CDを買ったことの無い学生、ラジカセも知
らない（家にない）、漫画以外の雑誌を買った
ことが無い。公衆電話の使い方を知らない小
学生も多く居るという恐ろしい時代です。
　ロータリーでもEクラブ（2010年7月1日よ
り）オンライン例会を実施。RIには14のクラ
ブが存在しているようです。これも新たな時
代に新たな成長を目指す施策の一つなのでし
ょう。

　本日は例会に先立ち、第11回理事会を開催
しました。
１．観桜例会(4月6日)の決算について
２．クラブ協議会(6月22、29日)について
３．5月･6月例会プログラムについて
４．	佐世保市空き缶回収キャンペーン（6月5
日）について

５．	第54回	西海珠算選手権大会（6月19日）後
援について

　これにて、会長挨拶とさせて頂きます。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
　ハウステンボス・技術センター㈱
　取締役	営業企画室長　鶴田　修一	様
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　㈱テレビ長崎		佐世保支社
　支社長
　推薦者：田中丸善保	会員
　　　　　古賀　　巖	会員
　カウンセラー：古賀　　巖	会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　佐世保で生活すること、RCに入会も初めて
の経験になります。佐世保RCの活動を通じて
いろいろ学びたいと思います。
　よろしくお願いいたします。

	 幹事　芹野　隆英
１．鹿島RC	 	会長　藤永　勝之さん
　幹事交代のお知らせ
　　田口　和人さん（冠婚葬祭）
　→平川　直樹さん（印刷）

２．第2740地区ローターアクト
　「	ローターアクト通信	3月号」が届いており
ます。

３．佐世保東南RC	 西田　賢一さん
　	市内8RC親睦ゴルフ大会ホールインワン
　記念品

■職業奉仕委員会	 委員長　平尾　幸一
職場訪問の最終案内
　本日、例会終了後に職場訪問
を行います。参加される会員は
30名の予定で、バスをご利用の
方は、13:45に石井海陸興業の
近くより出発いたします。また、乗用車で現
地集合される7名の方は、14:15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。

■ローターアクト委員会	 委員長　山口　剛史
長崎国際大学RAC例会のご案内
　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
　ふるってご参加のほど、よろしくお願いい
たします。

■ロータリー財団委員会	委員長　松尾　慶一
○	福田金治会員より、（公財）ロ
ータリー米山記念奨学会へご
寄付をいただきました。

○	福田金治会員、田中丸善弥会
長より、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　圡井　弘志
　5月28日㈯	第5回朗遊会開催。多数参加い
ただいておりますが、別のコンペと重なる方
は、カード参加も可能ですので宜しくお願い
します。又、先日ご案内致しました6月の役
員交代式記念コンペは諸事情により、6月18
日に変更致します。後日ご案内致します。

	 親睦活動委員会　石田　謙二
○今月の誕生祝い
　長浜　陽介さん（4日）
　安部　直樹さん（19日）
　加納洋二郎さん（24日）
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	 親睦活動委員会　西村　一芳

木村　公康副会長、坂元　　崇さん
平尾　幸一さん、圡井　弘志さん
梅村　良輔さん、長浜　陽介さん
有薗　良太さん、橘髙　克和さん
安部　直樹さん、福田　金治さん
山口　剛史さん、中村　徳裕さん
　ハウステンボス技術センター鶴田修一様の
卓話に期待して。

玉野　哲雄さん
　4月30日、平戸の古志岐沖で10kgの昇りタ
イが釣れましたのでニコニコします。
　ちなみに米倉さんの話では、佐世保魚市で
も、年に2〜3枚しかあがらないそうです。年
間タイは10万匹ほどあがります。

松本　英介さん
　クラブから亡妻にご鄭重なる供物を賜り、
真にありがとうございました。

長浜　陽介さん、安部　直樹さん
　誕生祝いありがとうございました。

山縣　義道さん
　先月（4月）に誕生祝いをいただき、有り難
うございました。

『ハウステンボス経営の過去・現在』
　ハウステンボス・技術センター㈱
　取締役	営業企画室長
　　　　　　鶴田　修一	様

１．自力か他人の力を借りるか
　以前は、素人集団がイベント
や新アトラクション等、何をするかを考え、
自前資金で運営、宣伝してお客様のご来場を
待つとのスタイルで運営しておりました。
　これに対し、現在は、ノウハウや資金を持
った専門家と共同して対応するとのスタイル
を取っております。具体的な例として数年前
に開業した観覧車があります。外部法人が自
費で観覧車を建設、運営したいとのお申し出
があり、同意しまして観覧車の土地を貸すス
キームで実現しました。ハウステンボスに大
観覧車誕生との新施設アピールを投資コスト
をかけずに実現し、これを目的にご来場にな
ったお客様の消費について、観覧車料金は事
業者に入りますが、入場料、物販、飲食、宿
泊の収益はハウステンボスに帰属するとのメ
リットが生じました。
　結果、以前の大規模な投資額やランニング
コストを削減して、大幅に収益向上しまし
た。
　因みに、倒産した2003年度と、2年前の
2014年度は、入場者数、売上高はほぼ同様で
すが、営業損益は2003年度は46億円の赤字、
2014年度は73億円の黒字で営業費用に128億
円（削減率40％）の格差が出ております。よく
ハウステンボスが黒字になった訳のご質問を
受けますが、この数字をみますと経費削減に
より黒字化したということになります。加え
て、経費を削減しても、皆様お感じのとおり
パークの魅力と活気は従前の倍以上に好転し
ているのです。

２．仕事に向き合う相手、スピード
　以前は、エネルギーの80％を社内に向けて
いたように思います。コンセンサスをとるた
めに長い時間かかるという官僚的な社内体質
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ニコニコボックス	 本日合計	　17,000 円

	 累　　計	 845,000 円

◇

卓　　話ニコニコボックス
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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

ハウステンボス「変なホテル」にて

ハウステンボス・
技術センターと九
電工共同による、
太陽光と風力を
用いた「ハイブリ
ッド発電制御シス
テム」の見学

共同溝（地下トンネル）見学
（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：圡井　弘志）

の中で、会議資料とか打ち合わせに忙殺され
ておりました。これを象徴するのが稟議書の
印鑑の数です。20個以上は平均必要であった
状況で決裁に１か月以上かかっておりまし
た。
　これに対し現在は、社内向けの資料、会議
は簡潔化され、情報の共有も社長室、役員室
がなく大部屋に同席していることから、毎日
の朝礼などで周知するなど、簡略化されてお
ります。時間の大半を、考えたり現場でお客
様に対応したりとの仕事に費やされていま
す。加えて、決裁は即決です。ある意味、サ
ービス業として当然の姿に修正されました。
　最後に、ハウステンボスは多大な社会的犠
牲と地元のご支援、新経営者の力で命をいた
だけております。後世にハウステンボスが残
ってよかったと言っていただけるように広く
社会に貢献してゆきたいと考えております。
　本日は有り難うございました。

以上

＊5〜6月  例会卓話者予定＊

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＊

６月例会未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

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。

　　職場訪問 日時／2016年5月11日㈬
場所／ハウステンボス･技術センター㈱　　参加人数／30名

平尾幸一委員長、松尾 貴さんお世話ご苦労様でした。


