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	 会長　増本　一也
　本日は、新会員3名の方がご入
会されます。この後、入会式を
執り行わせて頂きます。本日の
ご入会で当クラブは77名になり
ます。年度当初の目標でした
「80名体制」に少しずつ近づい
ていますが、残り1か月となりました。皆さんの
ご協力をよろしくお願いします。
　先週の例会、私は欠席致しましたが、円田浩司
副会長に代役を務めて頂きました。私以上に、
会長らしかったということですから、このまま
最後までお願いしたい気分です。
　例会は欠席させて頂きましたが、5月14日㈰
は、次年度2740地区の米山奨学会委員長セミナ
ーに出席、その晩は、佐世保東RCの50周年祝賀
会に出席、その日を皮切りに16日㈫は、今年度
最後の「佐世保市内8RC会長･幹事会」、17日㈬
は、次年度の大委員会、20日㈯は、2017-2018年
度地区研修協議会、佐賀市内のグランデはがく
れで開催されました。21日㈰は、当クラブが担
当致しました「第45回佐世保市内8RC親睦ゴル
フ大会」が開催されました。45回目を迎えるこの
親睦ゴルフ大会は、佐世保RC、佐世保南RC、
佐世保東RC、佐世保西RCの4クラブで当初は開
催されたようです。今年度の団体戦は、佐世保
RCが優勝。個人戦の優勝は、円田 昭さんでし
た。当然、佐世保RCのテーブルは大盛り上がり
でした。多くの会員の皆様に出席して頂きあり
がとうございました。お世話を頂いた米倉洋一郎
さん、坂本 敏さん、ありがとうございました。
そして、来週は炉辺会合例会です。2018〜2019
年度ガバナーノミニー 福田金治さんの卓話を予
定しています。多数のご出席をお願い致します。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　日本たばこ産業㈱
　九州支社 佐世保支店　支店長　三浦雄一郎様
◯ビジター
　佐世保南RC 池内　章雄さん

■中嶋　　徹さん
　日本生命保険相互会社 佐世保地域担当 支社長
　推薦者：川口　博樹さん
　　　　　米倉洋一郎さん（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　今年度で日本生命に入社して30年目になりま
す。富山出身で九州での勤務は初めてであり、
佐世保が新たなふるさとになるよう頑張りま
す。単身赴任歴も長くなり、家族も親戚の人み
たいになっています。是非、皆さんの仲間に交
えてください。よろしくお願いします。

■川添　秀則さん
　長崎文化放送 佐世保支社長
　推薦者：田中丸善保さん
　　　　　遠田　公夫さん（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　前任の圡井にかわりまして入会させて頂きま
す。佐世保での生活は初めてですが、どうぞ宜し
くお願いいたします。趣味はゴルフをはじめ、ス
ポーツ全般。単身赴任ですので毎日居酒屋通いを
しております。引き連れ廻し頂けますと幸いと存
じます。どうぞ宜しくお願い申しあげます。
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奉仕プロジェクト委員長、西村一芳青少年奉仕委
員長と私で参加してまいりました。本年度、次年
度のガバナーの挨拶に始まり、岩永パストガバナ
ー講演、そして各委員会に分かれての研修、さら
には懇親会というスケジュールでした。しっかり
と研修を受けて参りましたので、次年度にいかし
てまいります。又、ガバナーノミニーとして、福
田金治さん、次年度地区幹事 増本一也さん、松
尾慶一地区委員長も一緒に参加してまいりました
ので、あわせてご報告いたします。

	 朗遊会会長代行　米倉洋一郎
　5月21日㈰の佐世保市内8RC
ゴルフコンペにて、団体優勝を
いたしました。なお、個人優勝も
佐世保RCの円田 昭さんでした。

	 出席・例会委員会　西田　勝彦
◯永年会員表彰
　松本　英介さん（42年）
　福田　金治さん（40年）
　大神　邦明さん（32年）
◯出席100％表彰
　米倉洋一郎さん（28回）
　有薗　良太さん（15回）
　平尾　幸一さん（10回）
　中川　知之さん（6回）
　坂本　　敏さん（6回）

　

 親睦活動委員会　河原　忠徳
○結婚記念月のお祝い
　円田　三郎・幸子　さん ご夫妻（3日）
　田中　信孝・さと子さん ご夫妻（7日）
　大久保利博・美香　さん ご夫妻（9日）
　木村　公康・智里　さん ご夫妻（23日）
　前田　恭宏・美穂　さん ご夫妻（27日）
　安福　竜介・美映子さん ご夫妻（27日）

■黒江　章雄さん
　㈱九電工佐世保営業所 所長
　推薦者：池田　　豊さん
　　　　　梅村　良輔さん（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　長崎支店・諫早営業所に続き3ヵ所目です。会
社に入ってから通信工事で九州を転々としてお
りました。前任の山口が5年居ましたので、同様
に4〜5年佐世保に定住できるようにがんばりま
す。趣味はゴルフに「◯」をしておりますが、
まともに始めたのが諫早からであり3年目で
す。佐世保に居る間にスコアが縮まるようにが
んばります。どうぞよろしくお願い致します。

	 幹事　松尾　文隆
１．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･キング氏
　 RIへクラブ会員数報告について変更のお知らせ

２．第5グループ2017-18年度ガバナー補佐
	 	岩崎　邦臣さん
　 2017-18年度ガバナー公式訪問及び
　クラブ協議会日程（案）について
　　佐世保RC 公式訪問：7月12日㈬
　　クラブ協議会：7月5日㈬

３．大村ロータリークラブ
　　週報No.35〜37が届いております。

４．佐世保学園
　　意見発表会の実施内容について（連絡）

	 次年度幹事　坂元　　崇
　5月20日㈯ 13:30より、地区研
修協議会が佐賀のグランデはがく
れで開催されました。富永雅弘会
長をはじめ、円田浩司クラブ奉
仕・管理運営委員長、芹野隆英ロ
ータリー財団委員長、大神吉史R

慶　　　祝
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	 クラブ会報・広報委員会　筒井　和彦
　今回は、川口RCの谷内宏文さ
んが書き下ろされた『点描 米山
梅吉』という本を拝読しました
ので、この本を参照に、米山翁
が誕生された時代についてご報
告したいと思います。
　米山氏は慶応4（1868）年の2月に、現在の港区
新橋にあたります当時の「江戸柴田村町」にて誕
生されております。この慶応4年という年は、
江戸時代のまさに最後の年でありまして、前年
の慶応3年10月には徳川慶喜公による大政奉還
が、そして慶応4年9月には明治への改元がなさ
れております。
　ただし、世上自体はいまだ混乱を極めており
まして、例えば①米山氏誕生のひと月前である
慶応4年の1月には戊辰戦争が、②明治7年（6歳）
には江藤新平による佐賀の乱が、③明治9年（8
歳）には秋月の乱･萩の乱が、④明治10年（9歳）
には西南の役が、それぞれ起きております。
　このような事情を受けまして、著者である谷
内氏は、「いかにも激動の時代の申し子の一人と
いう感を抱かせる」と述べておられます。
　一方で興味深いのは、当の米山翁ご自身は、
必ずしもそう思っていらっしゃらなかった、む
しろ自らについては「少し遅れて来た時代の児」
だと感じられていた節がある、という点です。
　米山氏は、大正3年、46歳のときに執筆され
た『新隠居論』の中で、次のように述べておら
れます。「人が世に出て所を得るのには機会とい
うものがある。その第一は千載一遇の機会で、
革命の如きがそれである。日本では王政維新の
時に来た。この風雲に際会し生き残った限り皆
豪くなった。これは今日の人が望むべくもな
い。」この言葉の中には“もう少し早く生まれて
いたら、我もまた”との米山氏の気概が読み取
れると、著者の谷内氏は指摘されております。

	 親睦活動委員会　高畑　和憲
佐世保南RC　池内　章雄さん
　佐世保南からまいりました。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、筒井　和彦さん
円田　浩司さん
　日本たばこ産業㈱佐世保支店長 三浦雄一郎様
の卓話に期待してニコニコします。

大久保利博副幹事、円田　三郎さん
木村　公康さん、安福　竜介さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

松本　英介さん、大神　邦明さん
米倉洋一郎さん、有薗　良太さん
平尾　幸一さん、中川　知之さん
　永年会員並びに出席100％表彰ありがとうご
ざいます。

廣瀬　章博さん
　5月10日のKTN「よじまる」、そして5月20日の
NIB「ひるじげドン」に出演させていただきまし
た。テレビ取材のきっかけをつくってくださっ
た長崎新聞佐世保支社長 石田謙二さん、放送し
てくださいましたテレビ長崎佐世保支社長 德川
晃尚さん、そして2番組ともDVDに録画して頂
いた西田勝彦さんにお礼申しあげます。

米倉洋一郎さん
　5月21日の朗遊会コンペにて優勝しましたの
でニコニコします。

遠田　公夫さん
 「苦節30年、お役に立てました」
　市内8RC対抗ゴルフ会、毎年、枯れ木も山の
賑わいとばかりに、只々参加するだけでした。
期待されることも無く、100切りをすることも
無く、成績は2ページ目の右側が定位置。ライ
バルは、会長予定の古賀 巖さんでした。今回、
団体戦優勝に貢献したのは、円田 昭さんや松尾
文隆さんなど実力者5名でした。ところが、そ
の貢献者5名の末席に、何と私が加わったので
す。びっくりポンですが、入会30年、初めてお
役に立てました。その上、ニアピン、更に、年
寄り部グロス2位まで頂きました。私の過去を
知っている仲間からはカード間違いでは、と野
次られましたが、お陰様で嫁の退院祝いに花を
添えることができました。来年のびっくりポン
は、古賀さん、加納さんに期待致します。

石井　正剛さん
　先日の朗遊会にて入賞しましたのでニコニコ
します。

ニコニコボックス

ロータリー３分間情報
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米倉洋一郎さん、坂本　　敏さん
　先日の市内8RCゴルフコンペにて団体優勝を
しましたので、ニコニコします。多くの方のご
参加ありがとうございました。なお、個人優勝
も佐世保クラブの会員でした。

円田　　昭さん
　市内8RCゴルフにおいて89名中1位となりまし
た。同伴者の古賀さん、加納さん、木村さん、
ありがとうございます。特に途中まで負けてい
た古賀さんに感謝です。

「JT会社概要」
　日本たばこ産業㈱
　九州支社 佐世保支店
　　支店長　三浦雄一郎	様

■たばこ事業
　90以上のブランドを120以上の国と地域で販売。
長期的視野に立った投資により中長期でJTグルー
プの成長を支える。買収により商品バリエーション
を拡充、ブランド投資や地理的拡大で成長を実
現。多彩なブランド（ウィンストン、キャメル、メビウス
など）を武器に世界の主要市場でプレゼンスを発
揮。「プルームテック」という、新しいスタイルの商
品を展開中。人財の多様性を生かし人財育成・人財
交流・職場環境の整備をグローバルレベルで実施。
　日本は営業利益約4割を創出する重要市場、JT
は約6割のシェアを獲得。その基盤は最大の財産で
あるブランド。多くのトレードマーケター（営業担当）
が、販売店様の売場状況を把握、お客様にとって
見えやすく買いやすい売場づくりの提案など展開。
　重要な原材料の葉たばこを高品質・安定的調達
のため、葉たばこ農家への生産性向上支援を実
施。高品質な商品を効率的・タイムリーに市場供給
する最適な製造体制構築。研究開発の成果をもと
に、多様化し続けるお客様の嗜好に合わせ、新た
な価値を継続し創造。

○共存社会実現に向けた取り組み
　たばこを吸われる方と吸われない方が協調して
共存できる社会の実現に向け、マナー向上の呼びか
けや分煙環境の整備など、さまざまな活動を実施。

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

（今週の担当：石田　謙二）
（カメラ担当：平尾　幸一）

＊6月  例会卓話者予定＊ 　

６月７日 新会員　福田　金吾さん
 （㈱福勇商店　代表取締役社長）

６月14日  佐世保工業高等専門学校
 校長　工学博士 東田　賢二 様

６月21日  クラブ協議会
６月28日   クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月 6 日㈫　17:00〜　〔予定〕
　　　6月20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／6月8日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス　　

＊ 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。

卓　　話

■医薬事業
　世界に通用する画期的なオリジナル新薬を創
出、一日も早く患者様にお届けすることで、「JTの
薬があって良かった」と言われる事業を目指す。

■加工食品事業
　「食」を通じて、お客様から支持され続ける存在
を目指す。
　冷食・常温、調味料、ベーカリー事業の三分野、
各分野で原材料調達から製造・販売のバリューチ
ェーン強化を推進、強固な事業基盤確立に努める。

■その他活動
　地球環境保全へ取り組みや社会貢献活動を通
じて、社会の持続可能な発展への貢献を目指す。
社会福祉、文化・芸術、環境保全、被災地域への
支援を4つの重点分野として位置付け取り組み。
　コンプライアンス実践を経営重要課題と位置づ
け、高い倫理観を持った事業運営に努める。すべての
従業員に対し行動規範を周知徹底、意識醸成のため
の研修・啓発、相談・通報制度の整備などを推進。

■企業イベント・企業スポーツ
　 企業イベント：将棋日本シリーズ、ゴルフ日本

シリーズJTカップ、JTフォーラム
　 企業スポーツ：JTバレーボールチーム（JTサ

ンダース、JTマーヴェラス）

ニコニコボックス 本日合計 　25,000 円

 累　　計 1,091,000 円
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