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始まりました。「御くだり」の行列では、当
クラブの河原忠徳さんが、八幡神社の禰

ね ぎ

宜
として馬上に颯爽と乗っておられました。
　今年は、当番町として、山縣町と本島町
が奉納踊りを披露されます。松山町と万徳
町は稚児行列を出されます。稚児行列の孫
たちの晴れ姿を見に来ているおじいちゃ
ん、おばあちゃんたちも微笑ましい限りで
す。三世代が集う「佐世保くんち」は、そ
んなところに魅力があるのだと思います。

理事会報告です。
1．年次総会開催について
　　　2016年12月7日㈬
2．�委員会上期事業報告、下期事業計画書に
ついて

　　　最終提出期限：12月7日㈬　
3．忘年家族会について
　　　2016年12月17日㈯
4．ラホヤRC創立70周年祝賀会について
　　　2017年4月7日㈮
5．RI財団補助金事業報告
6．�クラブロータリー旗、国旗の作成について
7．12月例会プログラムについて
8．第６回理事会について

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「四つのテスト」

	 会長　増本　一也
　本日よりエレクトーンの音
色が変わった事にお気付きで
しょうか？
　新しいエレクトーン奏者�大津
由紀さんです。（当クラブ平成
8年9月～14年1月奏者��旧姓：
加賀田さん）

　11月に入りました。今年度
も早4か月が経過しました。
　本日の会員卓話は、山下医科器械㈱の代
表取締役社長�山下尚登さんです。会員卓話
と言えば、新会員の方が多いのですが、山
下尚登さんは平成19年5月に会社を東証一部
上場され、最近は、諫早市に新工場も完成
され大変ご活躍中です。
　上場後のいろいろな苦労話を聞かせてほ
しいとお願いしたところ、快く引き受けて
くださいました。ありがとうございます。
　11月は、「ロータリー財団の強化月間」で
す。R財団委員長�川口博樹さん、そして第
2740地区ポリオプラス委員長�溝口尚則さ
ん、よろしくお願いします。

　「柿食えば　鐘が鳴るなり　法隆寺」
　　　　　　　　　（正岡子規）

　これも、秋を感じさせる一句です。
　昨日から秋の風物詩「佐世保くんち」も
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	 親睦活動委員会　長浜　陽介

増本　一也会長
　昨日より「佐世保くんち」が始まりまし
た。松浦公園が「お旅所」になっておりま
す。本日午後２時より「湯立て神事」の儀
が執り行われます。熱湯をふりかけ、罪穢れ
を祓い清める神事です。日頃の邪気を祓い清
める必要のある方は是非行ってください。
　そして、明日３日は「お上り」です。朝9
時半からは、山下万喜総監がお見えになる
かどうか分かりませんが、海上自衛隊音楽
隊の演奏があります。その後、当番町の奉
納踊りが始まります。
　道行踊り、和太鼓、剣舞もあり、見ごた
え十分です。三ヶ町組合の「蛇踊り」が最
後のフィナーレを飾ります。何と言って
も、稚児行列の子供達は、おくんちの華で
す。三世代が集う「佐世保くんち」が、市
民総参加型の祭りとして、年々賑わって行
く様に、田中丸善保さんはじめ、私達、松
浦町公民館も頑張っていきます。

山下　尚登さん
　本日ロータリークラブでの３回目の卓話
をさせて頂きます。よろしくお願いします。

増本　一也会長、円田　浩司副会長
松尾　文隆幹事、大久保利博副幹事
廣瀬　章博さん、納所　佳民さん
佐々木秀也さん、森　　信正さん
山縣　義道さん、長島　　正さん
松尾　　貴さん、有薗　良太さん
圡井　弘志さん、富永　雅弘さん
岡　　英樹さん、石田　謙二さん
黒木　政純さん、長浜　陽介さん
井上　斉爾さん、木村　公康さん
田中丸善保さん、芹野　隆英さん
吉田　英樹さん、福田　金治さん

	 幹事　松尾　文隆
１．長崎中央ロータリークラブ
	 会長　河野　英雄さん
　�12月1日より例会会場のホテル名変更のお
知らせ
　　現：ベストウェスタンプレミアホテル長崎
　　新：ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション

２．佐世保市長	 朝長　則男	様
　「�佐世保市・アルバカーキ市　姉妹都市提携
50周年記念祝賀会」の開催について

　　日時／平成28年11月15日㈫
　　　　　17:00～20:30
　　場所／佐世保玉屋��7階文化ホール
　　会費／お一人様�3,000円
　　4名以下でご出席をご検討ください。

ローターアクト委員会	 坂元　　崇
　10月27日㈭� 19:00より佐世
保プラザスポーツセンターにて
開催いたしました長崎国際大
学RACのゴルフ練習例会に
は、RA委員長� 大神吉史さ
ん、RA委員� 玉野哲雄さん、松尾慶一さ
ん、大久保利博さん、円田浩司さん、古賀
久貴さん、伊藤正和さん、坂元　崇の８名
で参加いたしました。ご多忙の中、ご参加
いただき誠にありがとうございました。
　おかげさまで、初心者の女子大生アクタ
ーは、楽しくゴルフの初級編を学習する事
ができたのではないでしょうか？今後とも
アクト活動に関するご理解をよろしくお願
い申しあげます。

	 圡井　弘志
　11月5日㈯（AM11:26スタート）に、第２回朗
遊会を行いますので、皆さん、ご参加をお
願いいたします。

委員会報告

ニコニコボックス幹 事 報 告

朗遊会より
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古賀　　巖さん、髙瀨　宏滋さん
平尾　幸一さん、髙田　俊夫さん
川口　博樹さん、加納洋二郎さん
石井　正剛さん
　山下尚登さんの卓話に期待してニコニコ
します。

田中丸善弥さん
　先週（10/26）博多へ出張し、例会を欠席
しました。時間がありましたので、福岡ロ
ータリークラブにメークアップしました。
フィーは3,500円でした。ご承知の通り、同
クラブはスポンサークラブです。場所は西
鉄グランドホテルです。現在、会員は140名
で受付には4名の女性（各社の応援）が居ら
れましたが、事務局員は１名。女性会員は
３名だそうです。

『90年のあゆみと医療機器』

　会員　山下　尚登さん
　（山下医科器械㈱　代表取締役社長）

　おかげ様で当社山下医科器
械㈱は、今年創業90周年を迎えることが出
来ました。これも偏に、医療機関のお客様
や仕入先・協力会社の皆様のご愛顧、ご支
援の賜と深く感謝いたします。
　当社の歴史は、武雄市若木町出身の祖父
山下忠次郎が、大正15（1926）年8月、佐世
保市に山下醫療器械店を創業したことに始
まります。戦前・戦中も開業医のお客様に
お世話になり、また海軍病院からの指名を
もらい業績を拡大したのですが、戦後は蓄
えたお金も封鎖されなくなりました。

　株式会社設立は昭和25（1950）年で、現在
の社名になったのは昭和35（1960）年です。
胃カメラや保育器、ポータブルレントゲン
などが次々と日本でも開発され、順調に売
り上げも上がりました。
　しかし、昭和44（1969）年8月、四ヶ町の
大火災で本島町の本社が類焼し、翌年現在
の湊町に移転しました。同年新築移転と創
業45周年の記念祝賀会を開催しました。昭
和47年１月には父�山下登が社長に就任しま
したが、その頃作られた「会社の基本方
針」は、今でも朝礼で唱和されており、会
社経営の骨幹になっております。電算化も
昭和53年から始まり、60周年を迎えた昭和
60年には売り上げも60億円となり、昭和63
年には業界に先駆けて卸団地に流通センタ
ーを開設しました。
　開拓市場の福岡県も平成元年、福岡市民
病院様の新築移転で大型受注をするなど
着々と拡大し、平成２年には現在の博多区
半道橋に福岡支社を移転しました。
　平成９年に事業理念「トータルメディカ
ルサポート」を標榜し、お客様の多様なご
要望に専門的かつ総合的にお応えするとい
う体制を目指し、医療機器だけでなく医業
コンサルタント業、コンピューターシステ
ムや感染性の廃棄物収集運搬業、さらに整
形外科インプラントメーカーの子会社を設
立し、九州各県23か所の事業所で展開して
おります。
　そして平成18年2月23日に東証Ⅱ部に上場
し、翌年に指定替えでⅠ部となりました
が、株式は上場しても会社の本質（良い企業
文化・価値観）は大事にすべきだと考えま
す。
　今年6月諫早に完成した長崎TMSセンタ
ーは、長崎県内全域と佐賀県の一部の医療
材料の供給に向けて9月から稼働しました。
　今後も先端の医療機器も登場します。「地
域医療に貢献する」よう努力を重ねていき
たいと思います。

ニコニコボックス� 本日合計�　34,000 円

� 累　　計� 447,000 円

◇

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊11月  例会卓話者予定＊�

11月16日� 新会員　木下　貴夫さん
� （西部ガス株式会社　佐世保支店長）

11月23日� 祝日休会日

11月30日� �食支援ネットワーク・長崎嚥下
� リハビリテーション研究会会長
� 山部歯科医院院長� 山部　一実�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

11月未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月10日㈭　19:00（食事）～
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　
日時／11月24日㈭　19:00（食事）～
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：平尾　幸一）
（カメラ担当：石田　謙二）

60周年を迎え「感謝と行動」を行動理念に掲げる

1950（昭和25）年 （戸尾町）
株式会社山下医療器械店

1960（昭和35）年 （本島町）
山下医科器械株式会社に社名変更

1970（昭和45）年 
新社屋完成

2016（平成28）年 諫早市に長崎TMSセンター開設


