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ていたことを改めて思い出させてくれました。
ナレーションが竹内結子というのも、また最高で
した。この「エコの作法」は、彼女のライフワー
クの一つに数えられるのではないでしょうか。
　ところで、今月、会社の転勤等で退会される
方が5名おられます。長崎文化放送㈱佐世保支
社長、圡井弘志さん、本日の卓話も圡井さんの
お陰で実現しております。佐世保RCには、
2011年 4 月にご入会され、在籍期間は 6 年で
す。今年度は、プログラム委員長、「朗遊会」
の幹事もして頂き大変活躍されました。圡井さ
んには、プログラム委員長として、いろんな卓
話者を手配して頂き、その手腕には大変敬服し
ております。ありがとうございました。
　次に、損保ジャパン日本興亜㈱佐世保支社長
の上野好章さんです。上野さんは、2015年7月
にご入会され、1年8ヵ月の在籍でした。転勤先
は、四国の高松市だそうです。今後のご活躍を
期待しております。
　次に、星 裕さん、九州電力㈱相浦発電所 所
長です。2015年8月のご入会ですから、在籍年
数1年7ヵ月です。宮崎に転勤されます。
　最後に、伊藤正和さん、日本生命保険相互会
社担当支社長です。昨年の7月にご入会された
ばかりで、9ヵ月間の在籍期間です。まだこれ
から皆さんと親交を深めようとされた矢先での
名古屋への転勤だそうです。
　後程、皆様には、それぞれご挨拶をお願いし
ます。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　資生堂ジャパン㈱九州支社 長崎支店
 大
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我なぎさ 様

	 会長　増本　一也
　日本老年学会、日本老年医学
会は連名で、現在65歳以上とさ
れている高齢者の定義を引き上
げる提案をしました。内閣府の

「（2014年度）高齢者の日常生活
に関する意識調査」（60歳以上）
によれば、「自分が高齢者と感じるか」の質問
で60歳〜64歳は、「はい」10.3％、「いいえ」
86.4％、高齢者と感じる割合は、1割に止まり
ました。65〜69歳でも「いいえ」が71.8％、70
〜74歳は「いいえ」48.2％と僅かですが、「い
いえ」の方が多い結果が出ています。75〜79歳
になると、「はい」66.2％、「いいえ」26.4％に
なりますが、4分の1強は、「高齢者と感じな
い」と極めて元気です。
　「全国社長の年齢調査（2016年）」によれば、平
均 61.19歳。最も多い年齢層は60代で、次いで
70歳代が24.12％。この結果からすると、60〜70
歳代は、経営者にとって働き盛りの年齢です。
　本日の卓話でも、多分このアンチエイジング
のお話もして頂けると思いますが、資生堂ジャ
パン㈱九州支社長崎支店 大我なぎさ様、よろし
くお願いします。資生堂といえば、BS朝日で、
毎週金曜日に放送されていた『エコの作法』と
いう番組を思い出します。日本人が長い時間を
かけて育んできたこの国ならではの「美の心」。
その日本人の「美の心」には、「エコ」に暮らす
為のヒントがあり、それらを様々な角度から取
り上げていた素晴らしい番組でした。いつも、
外国人がナビゲーターを務めていて、私達以上
に日本文化への造詣が深く、そこで紹介される
ことは、いつの間にか、日本人が忘れてしまっ
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■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 委員長　池田　真秀
　いよいよラホヤRC70周年記念
式典まであと約2週間となりまし
た。渡航の準備をほぼ整え、ラホ
ヤRCとの最終調整に入っており
ます。現在、渡航参加者が、増本
会長含め14名となっております。
　現地での主な予定としましては、4月5日に出発
し、4月6日に KenKing会長主催のウェルカムパー
ティーがあり、4月7日に式典懇親会があります。
また現地でのアクティビティーとして、ゴルフ、
観光と先方より準備をしていただいているとの連
絡を受けております。ラホヤRCの方々にお土産
等渡したい方がいらっしゃれば、私が責任を持っ
てお預かりしますのでご連絡をいただきますよう
お願い致します。尚、本日例会終了後に訪問団の
渡航説明会を行いますのでご出席をお願い申しあ
げます。

■ローターアクト委員会
　　　　委員長　大神　吉史
　 長崎国際大学RAC例会日変更

のお知らせ
　　※ P４をご覧ください。

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
第３回朗遊会のご案内
　日程／平成29年3月25日㈯
　時間／午前11:12 スタート
　場所／佐世保カントリー倶楽部
　

【今後の開催予定ご案内】
　場所／佐世保カントリー倶楽部
　★第4回：4月22日㈯　12:15〜アウト4組
　　　　　（親和銀行様コンペ同日開催）
　★第5回：5月21日㈰
　　　8ロータリー懇親ゴルフとして開催です。
　★第6回：6月10日㈯　
　　　　　  役員交代記念コンペ 11:26〜
　　　　　  アウト、イン4組

圡井　弘志
　2011年4月の入会から6年、毎週水曜日の通常
例会、記念行事、朗遊会などロータリーメンバー

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー	データ関係担当部マネジャー
	 ケネス･ライトさん
　 2017年ロータリー国際大会でご提出いただく

信任状の要請
 
２．国際ロータリー	会員増強担当部ディレクター
	 ブライアン･キングさん
　 2016-17年度会長賞をめざして活動すること

の要請　6月30日まで
 
３．第2740地区ガバナーノミニー
	 	福田　金治さん
　次々年度の地区主催行事お知らせ
　　 地区チーム研修セミナー 2018年2月18日㈰
　　会長エレクト研修セミナー 2018年3月18日㈰
　　地区研修･協議会 2018年4月15日㈰
 
４．ロータリー囲碁同好会
	 名誉会長　　田中　　毅さん（2680地区PDG）
	 日本支部長　新藤　信之さん（2750地区PDG）
　 台湾での「第18回ロータリー国際囲碁大会」

のご案内
　　集合／2017年6月3日㈯　15:00
　　　　　 桃園市内のホテル
　　　　　住都大飯店ロビー（宿泊も）
　　会場／台湾･桃園市大溪区の蘿莎會館
　　　　　　　　　　　　（Rosa Garden）
　　　　　3日、4日専用バスで往復
　　主催／ ロータリー囲碁同好会（GPFR）台湾支部
　　参加料／ 15,000円（3日歓迎晩餐会費、4日

懇親会費、賞品、バス代、おみや
げ交換等含む）

　　締め切り日／5月20日㈯
　 大会参加はメークアップ（国際奉仕活動）に

なり、ご家族のご参加と同伴も歓迎します。

５．地区ローターアクト委員長	中本　幸人さん
　　地区ローターアクト代表	 山田晋太朗さん
　　年次大会実行委員長	 徳永亜梨紗さん
　 第2740地区ローターアクト 第35回 地区大会の

本登録のご案内
　　開催日程／5月13日㈯ 15:00〜14日㈰ 14:30
　　開催場所／グラバー園
　　登録料／式典 2,000円
　　　　　　懇親会（レセプション） 5,000円
　　　　　　二次会 3,000円　宿泊 7,000円
　　　　　　合計 17,000円
　　 第35回年次大会における提唱ロータリーク

ラブ負担金振込のお願い
　　＊負担金金額 50,000円　4月5日㈬まで

委員会報告幹 事 報 告

朗遊会より

退 会 挨 拶
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との交流、親睦の日々を楽しく過
ごさせて頂きました。この出会い
に心から感謝しますとともに、歴
史と伝統のある佐世保RCのメン
バーで本当に良かったと思ってい
ます。これからも佐世保RCのご
発展と会員の皆様のご多幸、ご健勝を心より祈念
いたします。ありがとうございました。

上野　好章、星　　裕、伊藤　正和
　※ニコニコボックスをご覧ください。

ロータリー情報・文献記録委員会
 委員長　石井　正剛
佐世保RC定款･細則改正に
関する報告（資料配布）
　 審議･投票は、4月12日㈬ 
　12:30〜定例会にて実施

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
○結婚記念月のお祝い
　山下　尚登・智子　さん ご夫妻（5日）
　中川　知之・ヒサ子さん ご夫妻（18日）
　長島　　正・圭子　さん ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　さん ご夫妻（25日）
　菅沼宏比古・美砂子さん ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝さん ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　さん ご夫妻（30日）

	 親睦活動委員会　高畑　和憲
増本　一也	会長、松尾　文隆	幹事
大久保利博	副幹事、福田　金治さん
　資生堂ジャパン㈱九州支社長崎支店 大我な
ぎさ様の卓話に期待してニコニコします。

田中丸善弥さん
ご報告「チーさん」の件
　去る3月17日㈮に、溝口さんのお声掛けで米
山留学生の「チーさんのお別れ会」!?に参加し
て来ました。皆さん覚えておられる通り、最後
は長崎の会社でベトナムより人材派遣受け入れ
の関係会社に勤めていましたが、そこをやめて
この度、埼玉の方へ行くとのこと。何の仕事で
すか？と聞くと、今度はラーメン屋（チェーン
店）とのこと。行動力、決断力がスゴイと思い
ご報告します。次のたよりが楽しみです。
　
圡井　弘志さん
　6年間大変お世話になりました。佐世保RCの
ご発展を祈念してニコニコします。皆様ありが
とうございました。
　
上野　好章さん
　2015年8月に入会させていた
だき、大変短い間でしたが皆様
には大変お世話になりありがと
うございました。4月より四国
はうどん県の高松で勤務するこ
ととなりました。近くへお越しの際は、ぜひご
連絡ください。うどん屋データを整備してお待
ちしております。
　
星　　　裕さん
　九電相浦発電所の星です。短
い間でしたが、お世話になりま
した。皆様と佐世保のますます
のご発展を祈念しております。
　
伊藤　正和さん
　日本生命の伊藤です。8ヵ月と
短い期間でしたが、楽しいロータ
リーライフでした。お世話になり
本当にありがとうございました。

中川　知之さん、長嶋　　正さん
菅沼宏比古さん、芹野　隆英さん
加納洋二郎さん、山下　尚登さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございました。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　17,000 円

 累　　計 868,000 円

◇

その他の報告

慶　　　祝
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『資生堂の歴史と
　　男性のアンチエイジング』
　資生堂ジャパン㈱九州支社
　長崎支店
　　　大我		なぎさ	様

　資生堂は福原有信が1872年に洋風調剤薬局と
して、東京銀座の地に設立しました。
　資生堂の社名は、中国の「易経」の一節である、

「至哉坤元万物資生」に由来しており、「大地の徳
はなんと素晴らしいものであろうか、すべての
ものは、ここから生まれる」という意味です。
　1888年に、日本初の練り歯磨きである「福原
衛生歯磨石鹸」を発売しました。それまでは、
粉の歯磨き粉が主流で、価格も粉歯磨きの約10
倍の価格だったと言われています。その後、医
薬品事業を中心としてきましたが、1897年に化
粧品業界へ進出します。
　化粧品業界へ進出して、最初に発売した商品
が「オイデルミン」です。商品名のオイデルミ
ンはギリシャ語の「良い（オイeu）」と「皮膚

（デルマ derma）」を組み合わせた造語です。赤
ワインを思わせるような赤色がとても印象的で
「資生堂の赤い水」の愛称で親しまれました。
発売から100年以上経ちますが、今日でも多く
の方に愛され続けている商品です。
　1916年に化粧品部門が独立し、化粧品事業が
主体となりました。
　1917年には「七色粉白粉」「香水 花椿」を発売。
　1932年には、当時、最高級化粧品の「ドルッ
クス」を発売。
　1934年には、私たちビューティーコンサルタ
ントの前身である「ミス・シセイドウ」が誕生
しました。皮膚科学や香粧品化学、美容技術、
生理学、宣伝術、服飾、流行、声楽、西洋画法
など教育も多岐に渡り、広い知識と教養を身に
つけ、「近代美容劇」という芝居形式で、最新
の美容法を伝えていました。劇が終わると、一
人ひとりの肌状態や好みに合わせた化粧品選択
などの相談に応じ、処方箋をお渡ししていまし
た。美容相談を通じて美しくなりたいと願う気
持ちに寄り添う活動がスタートしました。
　以降、研究を重ね、様々な化粧品を発売して
いきます。
　2000年以降は、環境への取り組みを本格化し
ました。長崎では、五島の椿油を弊社のヘアケ

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：筒井　和彦）
（カメラ担当：松本　淳也）

＊4月  例会卓話者予定＊ 

４月５日　指定休会

４月12日　新会員　安福　竜介さん
　 （㈱中央館チェーン  代表取締役）　

４月19日 指山建築ファクトリー　
 代表取締役 指山　康二 様

４月26日 日本たばこ産業㈱  佐世保支店
  三浦雄一郎 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／4月 4 日㈫　17:00〜　〔予定〕

4月18日㈫　17:00〜　〔予定〕
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／3月23日㈭　中止
日時／4月13日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
日時／4月27日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
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。

ア製品「ＴＳＵＢＡＫＩ」に配合している縁もあり、
2011年より新上五島にて植樹活動を実施してい
ます。数年後、自分たちが植樹した椿から製品
が生まれることを考えると楽しみでなりません。
　今年で創業145年。化粧には不思議な力が宿
っています。昨年、熊本市益城町でフェイスマ
ッサージやハンドマッサージをさせていただき
ました。いらした時は、震災の影響で疲れた表
情の方が大半でしたが、マッサージを始めると
徐々に、笑顔に変化していきました。この時、
化粧の力を、改めて感じることができました。
 「化粧」という行為を通じて、美しさの実現
はもちろんのこと、気持ちや生活を豊かにでき
るということを、一人でも多くの方に知ってい
ただく活動を続けてまいります。また、心や作
法といった日本ならではの美しさが次世代に受
け継がれるよう、そしてお客さまと社会のすべ
ての人が「一瞬も一生も美しく」あるように努
めてまいります。 以上

卓　　話


