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	 会長　増本　一也
　いよいよ、「梅雨入り」の様
です。梅雨を彩る花と言えば、
紫陽花です。特に水色の紫陽花
が雨に打たれている姿は、とて
も美しいと思います。長崎市の
花にもなっている紫陽花です
が、紫陽花は、土壌の性質や咲いてから散る
までの間に花の色を変えることから「七変化」

「八仙花」などの別名もあります。そんな紫陽
花の代表的な花言葉は、「移り気」です。しか
し、最近では、「家庭団欒」という花言葉が広
まり、母の日の贈り物や結婚式のブーケに使
われることが多くなってきています。
　ところで、今月のロータリーの強化月間は、

「親睦活動月間」です。ということで、親睦活
動の第一歩は家庭団欒からです。いつも、美
味しい手料理を作って帰りを待ってくれてい
る妻に、時には、紫陽花の花をプレゼントす
るのはどうでしょうか。いつも、家庭の味を
作ってくれる妻へ紫陽花をプレゼントする。
味妻に紫陽花、ぴったりでしょう…!?
　ロータリーの強化月間活動は、一家の家庭
団欒よりというお話でした。

〔第12回理事会のご報告〕
１．�退会提出の承認並びに後任新会員の手続

きについて
２．市内8RC親睦ゴルフ大会収支報告について
３．�補助金事業「愛のお米1,000kg贈呈」収支

報告書修正について【承認】
４．�第66回創立記念例会収支報告について【承認】

５．佐世保市名誉市民審議会　推薦団体への招聘
　　　平成29年6月29日㈭�14:00〜16:00
　　　佐世保市役所５F
　　�　�マシュー�D.�オヴィアス�米海軍佐世保

基地司令に、佐世保市名誉市民の称号
を贈る件の審議

６．�第13回理事会日程について
　　　2017年7月15日㈯�18:30より
７．その他

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「我らの生業」
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恵士
　損害保険ジャパン日本興亜㈱�
　佐世保支社長
　推薦者：田中丸善保さん
　　　　　円田　浩司さん
　　　　　（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

　この度、伝統ある佐世保ロータリークラブに
入会させて頂き、誠にありがとうございまし
た。4月1日付で損保ジャパン日本興亜㈱佐世
保支社長として赴任してまいりました。佐世
保市のさらなる発展に微力ながらお手伝いさ
せて頂きたく思っております。皆様から色々
と教えていただきながら、親睦を深めていけ
たらと思いますので、どうぞ宜しくお願い致
します。

2016～2017年度 テーマ ROTARY SERVING HUMANITY　̶ 人類に奉仕するロータリー ̶
2016～2017年度 R.I.会長 ジョン F. ジャーム （米国テネシー州、ChattanoogaRC）
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６．佐世保学園長	 加藤　喜久	様
　「�社会を明るくする運動」月間における意見

発表会開催のご案内
　　日時／平成29年7月7日㈮　13:30〜15:30
　　会場／佐世保学園体育館

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
①第38回�RYLA報告
　去る5月27日㈯、28日㈰に佐
賀県黒髪少年自然の家にて高校
生から30歳までの青少年育成
プログラムに参加してまいりま
した。私は日曜のみの参加でし
たが、両日は天気も良く、長崎国際大学ロー
ターアクトクラブより仁田原直前会長、牟田幹
事、小田さん、松永さんの4名が参加され、合
計100名近い参加がありました。プログラムで
は、近年さまざまな所で震災などがあります
が、その避難所を設営することに対する対処
方法などを考える時間でした。なお本人達も
ほとんどが、3分の2が一般社会人であり、学
習にもなったと喜んでおりました事を報告い
たします。

②明日6月8日㈭は、ホテルオークラJRハウス
テンボスにて、メインテーマ「高血圧につい
て」と題して、栄養課の4年生が担当しま
す。是非みなさま、これから熱中症など注意
が必要な時期です。ご来場お待ちしています。

■社会奉仕委員会	 委員長　米倉洋一郎
　6月4日㈰に行われました市
民大清掃（空き缶回収キャンペ
ーン）に、佐世保RCとして参
加いたしました。13名の会員
の方に参加いただき、名切の
RCの森を中心に清掃を行いま
した。

	 親睦活動委員会　吉田　英樹
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、森　　信正さん
黒木　政純さん、古賀　　巖さん
木村　公康さん、中村　徳裕さん
有薗　良太さん、安福　竜介さん

■岩
いわさき

㟢　友
ともはる

晴
　九州電力㈱相浦発電所�所長
　推薦者：福田　金治さん
　　　　　（カウンセラー）
　　　　　加納洋二郎さん
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　この度は歴史と伝統のある佐世保ロータリ
ークラブへの入会を承認いただき、誠にあり
がとうございます。身の引き締まる思いであ
りますし、光栄であります。電力業界の代表
として、電力業界の状況や環境に関する情報
等を発信･共有させていただきたいと考えてお
ります。今回の入会が後に有意義であったと
思えるよう、時間の許す限り様々なイベント
等にも参加させていただきたいと存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

� 幹事　松尾　文隆
１．	国際ロータリー日本事務局　業務推進･資
料室

　�6月の「ロータリー親睦活動月間」のリソー
スのお知らせ

2．台南ロータリークラブ
　「�台南扶輪社季刊誌�春季号」が届いており

ます。

3．第2740地区	地区大会事務局
　在籍50年以上表彰�記念品贈呈
　円田三郎パスト会長、武井洋一パスト会長

４．ガバナーエレクト事務所
　次年度地区運営用資料が届きました。
　1.�会長テーマ･会長賞
　2.�ポリオに関するポスター
　3.�会員増強のための評価ツール　
　4.�新会員オリエンテーション
　5.�元気なクラブづくりのため
　6.�ロータリー米山　豆辞典2016-17年度版
　7.��クラブ米山記念奨学委員長の手引き

2016-17年度
　8.�米山学友の群像�Vol.5

５．伊万里RC	 会長　城島　正敬さん
　　RYLA実行委員長	 田中丸治樹さん
　第38回RYLA参加のお礼

ニコニコボックス

幹 事 報 告

委員会報告
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廣瀬　章博さん、米倉洋一郎さん
松本　英介さん、草津　栄良さん
高畑　和憲さん、平尾　幸一さん
西田　勝彦さん、木下　貴夫さん
吉田　英樹さん、河原　忠徳さん
坂本　　敏さん、池田　真秀さん
坂元　　崇さん、川口　博樹さん
山下　尚登さん、大神　吉史さん
芹野　隆英さん
　新会員�福田金吾さんの卓話に期待してニコ
ニコします。

福田　金治さん
　出張中につき、出席できませんが、本日は
息子（福田金吾）が卓話でお世話になります。

平尾　幸一さん
　「認知症になっても、皆がこの街で住み続け
られるために」という市民公開講座を7月8日
㈯、アルカスSASEBOで開催致します。
　当クラブの卓話に来られた福田人志さんも
お話しになられます。是非、ご家族の皆さん
とともに、お越しください。

松尾　文隆幹事、木下　貴夫さん
　西部ガス硬式野球部が6月5日㈪、都市対抗
九州地区最終予選において、劇的なサヨナラ2
ランホームランにて、ホンダ熊本に勝利し、
東京ドームへの出場権を獲得しました。
　松尾、木下の頭脳パワーで応援した成果で
すので、ニコニコします。東京ドームでの応
援もよろしくお願いします。

石田　謙二さん（させぼ観光大使選彰委員会）
　「させぼ観光大使選彰委員会」が、第4期さ
せぼ観光大使を募集しています。ご協力お願
い申しあげます。観光大使には、佐世保の魅
力や情報を内外のさまざまな場で発信するミ
ッションを2年間務めていただきます。市内
に住んでいるか、働いている18歳以上の男女
なら応募できます。皆さんの職場や近所には
きっとふさわしい方がきっとおられると思い
ます。ぜひご推薦か、お声かけをお願いしま
す。ボックスに募集チラシをお届けしました。

『タクシーとITについて』

　　新会員　福田　金吾さん
　  （㈱福勇商店　代表取締役）

〔自己紹介～〕
　1982年7月15日生まれの現在
34歳、既婚で５歳の女の子と２歳の男の子が
おります。父は会員の福田金治で、４つ上に
兄が１人おります。
　小学校中学校は地元の相浦小・中学校へ、
高校は県立佐世保西高等学校へ進学し、中高
６年間バドミントン部に所属をしました。大
学は東京にある成蹊大学へ進学することにな
ります。成蹊大学というとあまりご存じないか
と思いますが、最近は安倍晋三首相が活躍を
し、説明がしやすく助かっております。
　さてこの成蹊大学ですが、東京の武蔵野市
は吉祥寺という街にある大学で、あるアンケ
ートでは毎年１位になる人気の街です。その
中にあって広大な土地と非常にきれいな欅並
木が学園を囲んでいる素敵な大学であります。
　在学中は体育会ゴルフ部に所属をし、関東
学生ゴルフ連盟という地区の中、個人戦やリ
ーグ戦で汗を流しました。ちなみに、当時は
現在ツアーでも活躍されている宮里優作プロ
や、３つ下にはあの池田勇太プロも同じ連盟
に在籍していました。大学４年時には主将も
させていただき、ゴルフ部生活は社会勉強を
はじめ、今でも深い交流のある仲間ができた
ということで、私の人生において非常に大き
な財産となっております。そして卒業後は半
年ほどオーストラリアにゴルフ留学の経験も
させていただきました。
　私がロータリーを知ったきっかけは、父が
熱心だったからに他なりません。４つのテス
トも自宅の見える位置にありましたし、忘年
家族会も毎年楽しみに参加していた記憶も鮮
明です。
　父は息子をロータリーに入れようとは思っ
ていなかったかもしれませんが、非常に上手
な教育方法だったなと感心しております。

〔会社について〕
　佐世保では不動産賃貸を主とする『福勇商
店』と、博多のほうに『三興タクシー』という
タクシー会社を経営しております。

ニコニコボックス� 本日合計� 　33,000 円

� 累　　計� 1,124,000 円
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　創業は1961年6月13日で、大牟田に三井三
池炭鉱という炭鉱がございました。こちらの
59〜60年に掛けた三池闘争による退職者の再
就職支援事業の一環として、福岡県がタクシ
ー業の新しい免許の発行を認めました。その
１社として退職者７名が、福岡市博多で創業
をしたのが弊社となります。紆余曲折あり、
福勇商店が買収をしたのが1970年3月です。
　タクシーは近年非常にIT化が進んできてお
り、ITとの親和性も高い業種であると言われ
ております。
　私も、急速にその波を感じ始めた出来事と
して「タクシー無線デジタル化」というもの
がありました。弊社も2013年9月にデジタル
タクシー無線を導入し、タクシーの配車業務
に革命をもたらしました。アナログ電波より
デジタル電波のほうがより多くの情報量をや
り取りでき、加えて音声ではなく多くのデー
タを伴った配車が可能となり、業務効率化が
実現しました。
　決済システムの多様化は世界的に急速に進
んでおりますが、タクシー業界については都
市部とそれ以外での二分化が顕著となってい
ます。以前は、現金とチケットだったのが、
クレジットカード、交通系ICカード、電子マ
ネー決済、と決済方法は多岐に渡ってきてい
ます。それから今後は、タクシー業界にもモ
バイル（スマホ）決済が台頭してくるかもしれ
ません。
　東京では、日本交通という最大手の会社
が、車載タブレットを使ってモバイル決済の
一つであるQRコードを利用した決済をスター
トさせています。日本ではまだあまり馴染み
がありませんが、お隣の中国では今やなんで
もかんでもアリペイというQRコード決済で取
引が行われており、日本でも急速に普及して
くる可能性もあります。
　ITに無縁とまではいきませんが、疎かった
タクシー業界も今やITなしに経営は難しいと
いうところまできている、というお話を含め
たタクシー業界話でございました。� 以上

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：平尾　幸一）
（カメラ担当：筒井　和彦）

＊6月  例会卓話者予定＊

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22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。

空き缶回収キャンペーン
〔参加者〕増本　一也会長、松尾　文隆幹事

円田　　昭さん、米倉洋一郎さん、菅沼宏比古さん
古賀　　巖さん、木村　公康さん、有薗　良太さん
筒井　和彦さん、廣瀬　章博さん、木下　貴夫さん
安福　竜介さん、福田　金吾さん

ご苦労さまでした。


