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2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）

会　長：富永　雅弘　　　幹　事：坂元　　崇
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

ともに情報発信の努力が必要になっているのは
分かります。しかしながら「公共イメージの向
上」が直接的にロータリークラブの会員増強に
結びつく、という点は検討が必要に思えます。
　過度に「公共イメージの向上」ばかりを追求す
ることは本末転倒です。イメージ先行で中身が
伴わない単なるPRは、むしろ逆効果にもなり
かねないことに注意が必要です。市民にロータ
リーを正しく認識してもらい、好感を持っても
らうには、平素からクラブやロータリアンが地
道に奉仕活動を続ける事が基本だと思います。
　大切なことは私たちロータリアン一人ひとり
がロータリーの理念に則って、企業で業界で地
域で尊敬され信頼される社会人職業人として行
動する事であり、文字通り一人ひとりがロータ
リーの広告塔であるとの自覚が必要だと思いま
す。「公共イメージの向上」は自然と後からつ
いてくるものだと考えます。皆さんは市民のロ
ータリーに対するイメージはどのようなものだ
と想像されますでしょうか。

○ロータリーソング「四つのテスト」

	 会長　富永　雅弘
　先日佐世保市立図書館へ『ロ
ータリーの友』を一般閲覧用に
設置してきました。駒井ガバナ
ーが公式訪問にて「公共イメー
ジの向上」の話をされたのを受
けて、吉田広報委員長、石田雑
誌委員長のご提案で、図書館側と調整を取り設
置することが実現したものです。「ロータリー
の友編集委員会」によると、全国的に公共の施
設や病院などに『ロータリーの友』を設置して
いるクラブはあるようです。
　市民の方が『ロータリーの友』を手に取って
いただければ、以前にもお話したように『ロー
タリーの友』自体はロータリーの理念や活動の
状況などを正面から取り上げた雑誌ですの
で、ロータリーを理解することの一助になるも
のと期待をしているところです。因みに佐世保
ロータリークラブでは創立50周年記念事業の一
環として、図書館に500万円を図書購入費とし
て寄贈したことがあります。
　「公共イメージ」という言葉がロータリーで
意識されるようになるまでは、特に日本におい
ては「広報」はロータリー活動の中でも位置づ
けが低く、クラブで物品などを寄贈しても大々
的に広報をすることもなく、その背面や片隅に
小さくロータリーの名を書き込むのみで所謂
「陰徳の美学」の精神が強く、その善意が市民
に広く伝わっているとは言えない状況でした。
　そこでRIは会員増強にも効果があるとして
「外部向け広報の充実」を奨励し、それから「公
共イメージの向上」という言葉がロータリーで
一般的になったようです。確かに時代の変遷と
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佐世保市立図書館の前川直也館長様を訪問

例 会 記 録



（2）

■親睦活動委員会　	 廣瀬　章博
　来る10月4日㈬18:30より観月
例会を開催します。場所は富士
国際ホテル、晴天時は屋上、雨
天時は室内で行います。会費は
無料です。当日は会員67名、
陸上自衛隊西部方面混成団長兼
ねて相浦駐屯地司令であられます、名誉会員
中澤　剛様をお迎えし、盛大に開催いたしま
す。準備、運営に頑張って参りますので皆様よ
ろしくお願いいたします。

■ローターアクト委員会　	 安福　竜介
長崎国際大学RAC 地区代表
公式訪問例会のお知らせ
　日時／平成29年9月28日㈭
　　　　20:00	点鐘
　例会場／ホテルオークラ
　　　　　JRハウステンボス
　登録料／2,500円
※	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。

	 朗遊会幹事　大久保利博
「朗遊会」開催のご案内
　日程／平成29年10月7日㈯
　時間／AM9:30スタート
　場所／佐世保カントリー倶楽部	
　　　　石盛岳コース
　参加費／2,000円

	 親睦活動委員会　安福　竜介
○結婚記念月のお祝い
　河原　忠徳・綾香　さん	ご夫妻（3日）
　下田　弥吉・律子　さん	ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん	ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん	ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子　さん	ご夫妻（18日）
　古賀　淳二・加奈子さん	ご夫妻（20日）
　黒木　政純・結花　さん	ご夫妻（28日）

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年10月のロータリーレートは、
　1ドル＝112円です。（参考：9月＝109円）

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　10月米山月間資料のご案内
　　	①豆辞典　②クラブ委員長手引き
　　③寄付マニュアル
　　④2016年度事業報告書
　　⑤事業報告書統計･資料編
　　⑥2016年度決算報告
　　⑦50周年記念DVD
　　⑧	50周年記念誌『50年のあゆみ』申し込み

チラシ
　　⑨50周年記念グッズ申し込みチラシ
　　⑩追加資料申し込み書

３．第2740地区ガバナーエレクト	
	 福田　金治さん
　2018〜2019年度地区委員選出のお願い
　　①米山記念奨学委員会		委員
　　②	補助金委員会、財団奨学･学友小委員会		

委員
　　③ローターアクト委員会		委員

４．福岡矯正管区長		 別府　公昭	様
　　佐世保学園長		 加藤　喜久	様
　「第35回九州矯正展」ご案内
　　日時／平成29年10月7日㈯	9:30〜16:00
　　　　　　　　			10月8日㈰	9:30〜15:00
　　場所／グランメッセ熊本

５．陸上自衛隊西部方面混成団長兼ねて
　　相浦駐屯地司令	 中澤　　剛	様
　創立62周年記念行事ご臨席のお礼状

６．海上自衛隊佐世保地方総監
	 	佐藤　　誠	様
　自衛隊記念日		記念式典及び祝賀会ご案内
　日時／平成29年10月27日㈮
　〔記念式典〕16:10〜17:40　
	 場所／海上自衛隊	平瀬武道場
　〔祝賀会〕　18:00〜19:30　
　　　　　			 場所／海上自衛隊	平瀬体育館

委員会報告幹 事 報 告

朗遊会より

慶　　　祝



（3）

『	BCP（Business Continuity 
 Plan）「事業継続計画」』

　会員　長浜　陽介さん
　 （東京海上日動火災保険㈱ 佐世保支社長）

　本日のテーマはBCP（Business	
Continuity	 Plan）「事業継続計画」です。この
BCPは自然災害や大火災等の緊急事態に備える
企業の危機管理新手法であり、欧米では広く普
及しています。日本においても経済産業省中小
企業庁が災害に関する事前の備えを支援するた
め、「BCP策定運用方針」を公開しており、東
日本大震災後は特にその方針策定を推進してい
ます。よくこの手の話をすると、「ウチは防災マ
ニュアルがしっかりしているから」と仰る経営
者の方がいますが、防災マニュアルとBCPは全
く目的が違います。簡単に言うと「防災マニュ
アルは災害等の脅威から会社の財産（人・建物）
を守るため」のものであり、「BCPは顧客、ひ
いては自企業のために会社の事業、すなわち製
品やサービスの提供を罹災後も継続するため」
のものです。この違いは明確に認識する必要が
あります。実際に大きな災害に見舞われると、
貴重な人材や設備を失ったことで廃業に追い込
まれる企業も多いですし、復旧が遅れ自社の製
品・サービスが供給できず、その結果顧客が離
れ、事業を縮小し従業員を解雇しなければなら
ないケースが起きます。緊急事態において的確
な判断を下すためには、あらかじめ対処方法に
ついて検討を重ね、日頃から継続的に訓練して
おくことが必要です。
　BCPの中身まで話が及ぶと制限時間内に終了
することができませんので、本日は近年発生し
ている熊本震災や北九州豪雨等から見えた企業
経営上の課題を再認識し、課題解決のため「BCP
策定」の必要性につきお話ししてゆきます。

Ⅰ．熊本地震を振り返って
　2016年4月14日 21時26分以降に熊本県と大分
県で相次いで発生した地震です。震度7を観測す
る地震が4月14日夜および4月16日未明に発生し
ました。人的・住家被害も大変甚大なものとなっ
てしまいました。震災時、大手製造業・大手自動
車メーカー等で一時多くの工場で生産停止とな
りました。一方、部品調達を別会社から回すよ
うオペレートを切り替え、海外から支給部品を
調達するなどして生産再開を目指しました。ま
た大手小売業でも多くの営業店舗が営業停止と
なりましたが、全国で展開する物流網を生かし
て早期再開を果たしました。一方、中小企業は

	 親睦活動委員会　岩㟢　友晴
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
草津　栄良さん、廣瀬　章博さん
米倉洋一郎さん、安福　竜介さん
福田　金吾さん、大久保利博さん
黒江　章雄さん、高畑　和憲さん
赤木　征二さん、西田　勝彦さん
福田　金治さん、筒井　和彦さん
松尾　　貴さん、木下　貴夫さん
橘髙　克和さん、吉田　英樹さん
円田　浩司さん、中川　知之さん
德川　晃尚さん、大神　吉史さん
梅村　良輔さん、髙田　俊夫さん
古賀　　巖さん
　会員	長浜陽介さんの卓話に期待してニコニ
コします。

黒木　政純さん、中村　徳裕さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

	 ソングリーダー　黒木　政純

「荒城の月」合唱	 作詞：土井　晩翠
	 作曲：滝　廉太郎

荒城の月は、哀切をおびたメロディと歌詞が特徴。
非常に悲しげである。七五調の歌詞（今様形式）と西
洋音楽のメロディが融合した楽曲である。

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	 　27,000 円

	 累　　計	 360,000 円

◇

歌の時間

卓　　話
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「孤立無援」状態になった企業が多く、大手企業
と復旧のスピードに差が出たのが対象的でした。

Ⅱ．長崎県を取り巻く地震
　長崎県内でも過去大きな地震が発生していま
す。島原大変や西方沖地震は大変大きな地震で
した。地震には「海溝型地震」と「活断層型地
震」の２種類あります。長崎では前者はあまり
懸念されていませんが、活断層地震は懸念され
ています。佐世保でも「天竺断層」があります。

Ⅲ．水害について
　災害は地震だけではなく、水害も心配です。
記憶に新しいのは、先般の北九州地方を中心と
した大水害です。朝倉市を中心に大きな被害が
出てしまいました。佐世保に於いても昭和42年
の大災害がありました。

Ⅳ．BCP策定の必要性
　熊本商工会議所さんと弊社で、熊本震災後に
「各種アンケート調査」を実施した結果、熊本震
災で営業停止・操業停止になった企業は全体の
５割強。BCP策定企業では４割弱。また約４割
の企業で再開までに100万円以上要したことが
分かりました。また再開まで１週間以上かかっ
たと回答した企業は約半数でした。熊本地震発
生時にBCPを策定していた企業は全体の約８％
で、地震後には約56％の企業がBCPを策定した
いと回答がありました。
　ここからいよいよBCPの話になります。BCP
は事業継続計画そのものであり、BCMは、その
計画を「実際に効果的に運用する為のマネジメン
トサイクル」のことです。会社の資産を災害の脅
威から守るのは「防災マニュアル」ですが、会社
の事業、つまり顧客に対して製品やサービスの提
供を「継続的」に行うための防衛策が「事業継続
計画すなわちBCP」にあたります。繰り返しに
なりますが、BCP策定は「業務の継続」が目的
であり、防災マニュアルは「人・資産の安全確
保」が目的です。この２つをよくごちゃ混ぜに考
える人がおられますが全くの別物です。

Ⅴ．今なすべきこと
　耐震補強等のハード面に関しては皆さまの企
業に於いても十分に準備されていると思いま
す。他方、ソフト面に関しては大きなカテゴリ
ーとして3つに分類されます。1つは「防災マニ
ュアルの策定」、2つ目に「事業継続計画（BCP）
の策定、3つ目に「教育・訓練の実施」です。皆
さん、いかがでしょうか。一般的には、1つ目の

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：中川　知之）
（カメラ担当：西田　勝彦）

＊10月  例会卓話者予定＊

10月11日　JR佐世保駅
	 駅長	 井手　靖則	様

10月18日　児童養護施設「清風園」
	 園長	 川添　　聡	様

10月25日　会員卓話
　　　2018〜19年度地区幹事		 増本　一也さん
　　　2018〜19年度地区大会実行委員長
	 	 橘髙　克和さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月17日㈫　17:00〜	
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／10月12日㈭　19:00（食事）〜　
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
日時／10月19日㈭　19:00（食事）〜　
会場／長崎国際大学	食堂

日時／10月26日㈭　19:00（食事）〜　
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
※	10月は、8月に出来なかった例会の振替のため１回
多くなっています。

＊	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。

「防災マニュアルの策定」、3つ目の「教育・訓
練の実施」はほぼ完璧にされている企業が多い
一方、まだまだ2つ目にある「事業継続計画
（BCP）の策定」にはなかなか着手できていない
企業があるかもしれません。
　本来であれば、ここからこの場で「事業継続
計画（BCP）」の中身についてお話しさせていた
だくべきなのですが、冒頭申し上げた通り到底
この時間内ではお話しできません。当社グルー
プは、この「事業継続計画（BCP）」策定を生業
としています。ご興味がある方は是非とも私に
お声掛け頂きたいと思います。
　最後に、この策定業務のお手伝いをしている
東京海上グループの「東京海上日動リスクコン
サルティング社」をご紹介させていただきます。


