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るラホヤRCとの交友録、エピソードも交え
て楽しく聞くことが出来ました。また、武井
洋一パストガバナーには、在籍50年の記念
品贈呈をさせて頂きました。同じく、在籍
50年を迎えられました円田三郎パスト会長
にも、後程、記念品を贈呈させて頂きます。
　何点か報告事項がございます。2月18日㈯ 
10:00より長崎国際大学RAC役員交代式が開
催され、仁田原 汀会長から瀧口 瞭会長へ無
事バトンタッチされました。古賀 巖青少年
奉仕委員長、大神吉史ローターアクト委員
長、他委員会メンバーの皆様、お疲れ様で
した。そして、安部直樹PG、学校を代表さ
れてご出席ありがとうございました。
　先週の2月23日㈭に、今度、赴任してこら
れました、海上自衛隊佐世保地方総監の佐藤 
誠総監に松尾文隆幹事と共に、名誉会員の
推戴状を持参致しました。佐藤新総監に
は、快く名誉会員をお引き受けくださいま
した。
　2月25日㈯、これも松尾幹事と一緒に、佐
世保工業高等専門学校インターアクトクラブ
の結成式に行ってきました。提唱RCは佐世
保北RCです。藤井会長、宮崎幹事、それと
佐世保高専の東田校長（佐世保北RC会員）
他、多くのメンバーが出席されていまし
た。第2740地区からは、武海ガバナー補佐
はじめ、奥村青少年地区委員長、松田地区
インターアクト委員長、北郷RYLA委員長
等がご出席でした。佐世保市内8RCクラブ
の会長･幹事の方々も出席されました。

	 ガバナーノミニー　福田　金治
　2018〜19年度の地区幹事を、
増本一也会員に引き受けてい
ただきましたので、ご報告い
たします。

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。会長報
告に先立ちまして、2018年〜
2019年度、第2740地区ガバナ
ーエレクト 福田金治さんより
ご報告がありましたが、第
2740地区 2018年〜2019年度
地区幹事のご指名を受けました。皆さんよ
ろしくお願い致します。
　この場に立ちましても、私より地区幹事
にふさわしい方が、佐世保RCには多くおら
れるので、この要職を私が本当に引き受け
て良いのかと思っております。しかしなが
ら、引き受けました以上は、福田ガバナー
エレクトの手助けができます様、微力では
ありますが、粉骨砕身、努力していく所存
ですので、皆様のご指導、ご支援、ご協力
を賜ります様、よろしくお願い致します。
　それでは、会長報告をさせて頂きます。
先週の第66回創立記念例会、皆さんありが
とうございました。円田 昭パスト会長によ
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	 幹事　松尾　文隆
１．第2740地区ガバナーエレクト事務所
　「 2017-18年度クラブ役員キット」が届き

ました。
　期前理事会にてお渡しいたします。
　
２．ガバナーエレクト	 	駒井　英基さん
　 2017〜2018年度「地区チーム研修セミナ

ー」参加のお礼が届いております。
　
３．大村ロータリークラブ
　週報 No.23-27が届きました。
　
４．ロータリーの友事務所
	 　代表理事　清水　良夫さん
　 2017-2018年度版　ロータリー手帳お買い

上げのお願い
　　1部 648円（送料別）5月下旬出来上がり

■ローターアクト委員会	 坂元　　崇
　先月2月18日㈯ 10:00より、
長崎国際大学食堂2Fにて、新
旧役員交代式が執り行われま
した。ロータリーより増本会
長、安部パストガバナーをは
じめ9名の参加をいただき、
滞りなく交代式を終える事ができました。
新会長には2年目の瀧口さん、そして執行部
は前年者留任という事で、ローターアクトメ
ンバーが減少している状況です。現在会員数
は12名で3月で4名が卒業、また5名が新4年
生となるため、実質8名の活動となり、厳し
い会の運営となりそうです。4月の新入生を
何人獲得できるかがカギとなりそうです。
　ロータリアンの皆様におかれましては、
新会長 瀧口さん率いる長崎国際大学ロータ
ーアクトクラブを、これまで以上にご支援い
ただきます様よろしくお願い致します。

■青少年奉仕委員会	 委員長　古賀　　巖
　2月25日㈯ 13:30より佐世保
高専において、佐世保北RCの
提唱で、佐世保高専インター
アクトクラブの発会式が開催
され、増本会長、松尾幹事、

【第9回理事会報告】
１．第8回理事会議事録の確認について
２．ラホヤRC訪問について
３． 第2740地区 地区大会について
　　2017年4月15日㈯　12:00
４．観桜例会について
５．退会届提出について
　　圡井弘志さん転勤の為、退会
６． 組織図の変更について
　　プログラム委員長
７．新会員候補者について
８．長寿祈願祭･祝賀会
９．3月･4月例会プログラムについて
10．第10回理事会日程について

------------------------------------------------

　2017〜18年度 国
際ロータリー第2740
地区ポリオプラス委
員会委員長 溝口尚則
会員へ委嘱状

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　長崎県立大学経営学部
　国際経営学科教授･博士 江崎　康弘 様
◯ビジター
　佐世保南RC 池内　章雄さん

	 会長　増本　一也
　在籍50年という立派な実績を積み重ねら
れた、パスト会長の円田三郎さんにお祝い
の記念品として、プラチナ製のロータリー
バッヂを贈呈さ
せていただきま
す。おめでとう
ございます。

幹 事 報 告

例 会 記 録

在籍50年記念品贈呈

委 員 会 報 告
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古賀久貴委員長と私 4 人で出席してまいりま
した。4〜5年前から準備され、今年発会が実
現したそうです。ボランティア部をインター
アクトクラブに移行し、スタート時、会員が
1･2年生の17人とサポート会員として3･4年
生18人がおり、合計35人で活動されます。

　
■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕
観桜例会開催のお知らせ
　観桜例会についてご案内い
たします。増本一也会長のご
挨拶にもございましたが、3
月29日㈬ 18:30より、ホテル
オークラＪＲハウステンボスを
会場に、観桜例会を開催いたします。
　まだ正式な案内はされていませんが、佐
世保RCの多数の会員の皆様が毎年ご出席さ
れている、海上自衛隊の観桜会が同じ日に
開催される予定であることが判明しました。
　そこで、松本淳也会員にご相談して、送迎
バスのスケジュールを、観桜会に一度出席さ
れたあとご乗車いただけるように、平瀬方面
にバスでお迎えに行くコースに調整いたしま
した。また、特別に卸団地方面の方々には別
のバスを用意していただきました。詳しいご
案内は、FAXにてお知らせいたします。
　多くの会員の皆様で、観桜例会の宴を楽し
むことができますように、皆さまご多用のこ
とと存じますが、調整の上ご出席いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。

■出席･例会委員会	 委員長　坂本　　敏
　先日よりお願いしておりま
す、地区大会出席の件です。
締め切りを過ぎております
が、まだまだ受け付けますの
で登録よろしくお願いしま
す。今のところ30名出席です。

 幹事　圡井　弘志
第３回朗遊会のご案内
　2017年3月25日㈯ 佐世保カントリー倶楽
部にてAM11:12〜スタート。多数のご参加
をお待ちしています。

	 親睦活動委員会　星　　　裕
佐世保南RC　池内　章雄さん
　佐世保南RCからまいりました。よろしく
お願い致します。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、橘髙　克和さん
福田　金治さん
　長崎県立大学経営学部国際経営学科教授･
博士 江崎康弘様の卓話に期待してニコニコ
します。

円田　三郎さん
　佐世保ロータリークラブ入会以来50年も
経ちました。記念のバッジをいただきまし
たのでニコニコします。

武井　洋一さん
　50年在籍の記念に貴重なバッジを頂きま
した。

松尾　慶一さん
　本日、我が母校佐世保南高校第69回卒業
式が厳かに挙行され、涙があふれました。
卒業生の明るい未来にニコニコします。そ
れから、来年度は南高創立70周年を迎えま
す。記念事業募金委員長に任命されました
ので、卒業生の皆様、これから宜しくお願
い申しあげます。

朗 遊 会 よ り

ニコニコボックス
【2月15日分 訂正】 本日合計 47,000円
 累　　計 788,000円

【３月 1 日分】 本日合計 　22,000円
 累　　計 810,000円

◇

ニコニコボックス
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『グローバル化時代日本企業の課題』
　－地方中小企業の海外展開のための
　　　グローバル人材確保－

　長崎県立大学経営学部
　国際経営学科教授･博士	
　　　江崎　康弘	様

　少子高齢化や人口減に伴う
経済成長の停滞により国内市場が縮小する
なか、海外市場に活路を見出すことは日本
企業の存続に不可欠である。本県では造船
業中心の産業クラスターが形成されている
が、世界の船舶発注量が減少し、新興国企
業との競争が激化するなか、造船業依存よ
り脱皮し経済成長著しいASEANへの事業展
開が焦眉の課題ではないだろうか。
　JETROによれば、製造業の主な上場企業

（186社）の15年度の海外売上高比率は58.3％
となり過去最高を更新したが、中小企業の
輸出企業数6,397社は全体の3.5%に過ぎな
い。特に中小製造企業では、取引先との関
係の点からも海外展開を図る必要があるが
進んでいない。これは多くの離島を抱え人
口減少率が著しく、地元経済の縮小が懸念
される本県でも同様である。佐世保市商工
会議所の調査によると地元中小企業約2,000
社中、海外展開実施済みの企業は30社（占有
率：1.5%）、製造業に限定しても全約300社
中15社（占有率：5%）に過ぎない。これは、
①国際業務の知見がない、②国際業務に対
応できる人材がいない（語学力も含め）、③
現地パートナーが確保できない、の３点が
海外事業展開の阻害要因の上位となってい
るのである。　
　海外事業の早期展開や安定軌道化を図る
には、「語学力や異文化理解力を含めたコミ
ュニケーション力」「法制度、商習慣や貿易
実務等の国際業務の知見」、そして「現地で
の会社立ち上げや現地人主体の法人組織の
マネジメント力」等を兼備したグローバル
人材が必要となる。しかし、現場からは

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

（今週の担当：平尾　幸一）
（カメラ担当：筒井　和彦）

＊3月  例会卓話者予定＊ 

３月15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22日 資生堂ジャパン㈱九州支社 長崎支店
  大我なぎさ 様

３月29日 観桜例会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

未 定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／3月9日㈭　19:00（食事）〜
　　　　※延期いたします

＊ 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。

「その様な有能な人材は限られ、中小企業
では元々そのような人材がいない」といっ
た意見が多い。この解決には、経験豊富な
大手企業等のOB/OGの活用、社内での人材
育成、そして何よりも経営者が海外展開の
重要性を認識した組織風土の醸成が必要な
のである。
　とはいえ、個別の企業ではなかなか人材
を集められない。一案として、海外で成功
した九州の中小企業の経営幹部中心のマネ
ジメントチームをつくり、共通プラットフォ
ーム化を構築する（有償で）。彼らは目利き
であり，有望企業を見出し成功へ導く。彼
らは当然多忙、専属でなくあくまでコンサ
ルタント。通常のコンサルタントと大きく
異なるのは、彼ら自身が失敗や苦労をし
て、それらを克服した経験があることが大
きな特徴なのである。是非地元関係者で、
是非真摯に検討していただきたい。協力は
惜しみません。 以上

卓　　話


