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Club of Sasebo

　創立50周年では、佐世保市立図書館に500
万円の「図書の寄贈」を行いました。また、台
南･ラホヤに続き韓国のロータリークラブとの

「姉妹クラブ締結」を目指しましたが、諸般の
事情により残念ながら実現とはなりませんで
した。
　創立60周年では、島瀬公園に「桜の植樹」、
市内10小・中学校に「テントの寄贈」、「宇久島
映画祭」、「ハイスクール茶会 イン ハウステンボ
ス」、「松浦公園犬のふれあいイベント」などの
記念事業を実施しました。また「東日本大震
災」の被災地へ300万円の寄付を行いました。
震災により60周年の祝賀会は中止となりまし
たが、翌年の「第3000回記念例会」で多くの
方々とクラブ創立を祝うことが出来ました。
　佐世保ロータリークラブは3年後に創立70周
年を迎えます。先人たちが築いてきたクラブ
の歴史を、私たちもつないでゆくべくロータ
リー活動に励みたいと思います。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯例会風景

	 会長　富永　雅弘
　先週はクラブ創立67周年の
記念例会でした。松本英介会員
の卓話で、創立時の佐世保の町
の雰囲気や当時の会員の方々の
ロータリーに対する姿勢の一端
を知ることが出来ました。佐世保ロータリー
クラブは今日までの歴史の中に於いて、創立
の節目節目で記念事業を行ってきました。
　創立10周年では、日米親善と都市緑化のた
めに、当時は米軍の管理下にあった名切グラ
ウンドに山桜などの植樹を行いました。図書
館から中央公園の大噴水へと至る歩道の脇に、

「創立10周年 記念植樹 佐世保ロータリークラ
ブ」と刻まれた石碑があります。
　創立20周年では、名切中央公園の児童交通
公園周辺の植樹用に100万円の寄贈を行い、武
道館の向かいの緑地に「創立20周年記念 友愛
の庭 1971.2.21」の石碑を建立しました。
　また、台南ロータリークラブとの「姉妹クラ
ブ締結」を行いました。
　創立30周年では、京町公園に「時計塔」を建
設し佐世保市に寄贈しました。また、西海学
園高等学校の「インターアクトクラブ創立」の提
唱クラブとなりました。
　創立40周年では、光月町新公園に樹木20本
を寄贈し「40周年記念 友愛の森 平成3年2月21
日」の石碑を建立しました。また、記念講演
として「世界のホームラン王 王貞治」氏の講
演会を開催しました。
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 親睦活動、出席·例会委員会　古賀　淳二
　本日は、健康経営について
少し話をさせて頂きたいと思
います。
　昨今、「健康経営」という言
葉を耳にすると思いますが、健
康経営とは、社員の健康管理を
経営課題として捉え、その実践を図ること
で、社員の健康維持･増進と会社の生産性の向
上を目指す経営手法のことです。
① 社員の能力開発：人材という資産を最大限

に有効活用
②社員の家族の幸福度向上
③ 職場全体のパフォーマンス向上、売上増加

やコスト削減
④医療費の削減、伸びの抑制への期待

●�労務管理や採用面でのメリット（アンケート
調査）

① 積極的に健康増進に努めている組織のパフ
ォーマンス

　 努めている会社は優れているとの自負心
  73％
　努めていない会社は優れているとの自負心
 25％　3倍
② 積極的に健康管理に努めている組織のやりがい
　努めている会社は優れているとのやりがい
 55％
　努めていない会社は優れているとのやりがい
 7％　8倍
③１年以内の離職率
　 努めている会社は優れているとの離職率１

年以内 5％
　 努めていない会社は優れているとの離職率

１年以内 20％　1/4

●具体的な事例
① ローソンでは、「健診を受けていないものが

いたら当事者とその上司のボーナスカット
を宣言」し、受診率100％になった。

② 日本航空では、「ウェルネスリーダー」を任
命し、従業員の体調管理に当たり、常に「体
調の悪い人はいませんか」と聞くので社員
の意識が確実に変化した。声を掛けられた
方も気にかけてもらっていることがわかる
のでやる気になる。

	 幹事　坂元　　崇
１．ロータリー財団より
　メジャードナー
　レベル2 寄付の認証式
　 福田金治ガバナーエ

レクトへ、クリスタル
楯、ダイヤモンドの
ピン贈呈

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2018年3月のロータリーレートは、
　1ドル＝108円です。（参考：2月=110円）

３．第2740地区ガバナーエレクト
	 福田　金治さん
　「クラブ定款･細則」の提供依頼

４．海上自衛隊佐世保地方総監	 菊地　　聡	様
　観桜会のご案内
　　日時／平成30年3月30日㈮　17:00〜18:45
　　場所／海上自衛隊 平瀬体育館

ローターアクト委員会	 安福　竜介
　2月22日㈭ 11:00〜長崎国際
大学におきましてローターアク
トクラブの役員交代式が行われ
ました。富永雅弘会長、坂元 崇
幹事、古賀 巖さん、松尾文隆
さん、廣瀬章博さん、安部直樹さん、安部雅隆
さん、木村公康委員長、安福の9名で出席して
まいりました。キム会長、三原副会長、仲野
幹事、瀧口会計の新体制となっております。
今後とも皆様のご支援ご指導をよろしくお願
いします。

 朗遊会　米倉洋一郎

　朗遊会を下記の通り開催しま
す。皆様のご参加よろしくお願
い致します。
　日時／2018年3月24日㈯ 11:30
　場所／佐世保カントリー倶楽部

市内８RCゴルフコンペ
　日時／2018年4月22日㈰ 8:00
　場所／佐世保カントリー倶楽部

幹 事 報 告

委員会報告

朗遊会より

雑誌の時間
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③ 夜の飲食を主体とする従来の接待をパワー
ランチ（仕事の打ち合わせをしながらとるラ
ンチ）にすることで、お客様や社員の健康
に気を遣う会社と認識してもらえる。

　
　最後に、最近では行政の支援体制も打ち出
されていますが、初めから完璧はないので社
長がやると宣言することから始めれば様々な
メリットが実感できるのではないでしょうか。

 親睦活動委員会　安福　竜介
○結婚記念月のお祝い
　岩﨑　友晴・智津子さん ご夫妻（11日）
　福田　金治・尚子さん ご夫妻（18日）
　岡　　英樹・節子さん ご夫妻（25日）
　遠田　公夫・光代さん ご夫妻（27日）

	 親睦活動委員会　福田　金吾
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、草津　栄良さん
大神　吉史さん、安福　竜介さん
谷川　辰巳さん、福田　金吾さん
廣瀬　章博さん、岩㟢　友晴さん
高畑　和憲さん、福田　金治さん
山縣　義道さん、筒井　和彦さん
中嶋　　徹さん、大久保利博さん
増本　一也さん、橘髙　克和さん
松尾　　貴さん、西田　勝彦さん
米倉洋一郎さん、古賀　　巖さん
河原　忠徳さん、坂本　　敏さん
円田　浩司さん、石田　謙二さん
中村　徳裕さん、長浜　陽介さん
中川　知之さん、橋詰　文雄さん
平尾　幸一さん
　赤木征二さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

岩﨑　友晴さん、福田　金治さん
岡　　英樹さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

木村　公康さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

河原　忠徳さん
　誕生日のお祝いありがとうございました。

	 ソングリーダー　黒木　政純

「銀色の道」合唱
作詞：塚田　茂　作曲：宮川　泰

1966年に発表された日本の楽曲で
ある。
やや童謡的な曲調であり、落ち着
いている歌ではあるが、明るめと
なっているのが特徴である。

「私の大まかな履歴書
　〜街づくりを通した職業奉仕〜」

　新会員　赤木　征二さん
　　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　　代表取締役社長

　本日は、初めての卓話でありますので、こ
れまでの51年間の人生を振り返りながら、JR
九州で携わってきました仕事のなかで、特に

「街づくり」という観点でそれに関連したこと
をいくつかご紹介したいと思います。

１．�昭和41年〜平成3年まで（生まれてから学
生時代）

　私は、昭和41年7月25日、長崎県諫早市で
生まれました。昭和32年の諫早水害では、死
者行方不明者539名、約2万人の罹災者、当時
の金額で約90億円という甚大な被害をもたら
しました。

ニコニコボックス 本日合計 　36,000 円

 累　　計 836,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝

卓　　話

歌の時間
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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：中嶋　　徹）
（カメラ担当：田中　信孝）

　諫早高校に入学した昭和57年の7月23日に
は、長崎地域を中心に集中豪雨が発生。この
水害により死者行方不明者299名、約28,000の
被災世帯、金額にして約3,000億円という甚大
な被害をもたらしました。このような経験を
経て、災害が発生しても耐えられる、災害に
強い街づくりというものに興味が出てきて、
都市工学や都市計画という分野に興味をもつ
ようになりました。
　筑波大学大学院では都市防災研究室に所属
し、災害による経済的な被害が地域の経済活
動全般にどれ位の期間影響を及ぼし、どの程
度のインパクトをもたらすのかなど、長崎大
水害や宮城県沖地震などの現地調査によって
推測しました。

２．�平成3年〜平成21年（就職してから鉄道部
門担当）

　平成3年にJR九州へ入社しました。宅地開
発や住宅都市整備公団への出向などを経験
し、平成10年に鉄道事業の工事を担当する部
署へ配属、計画中の長崎駅周辺整備、建設中
の佐世保駅周辺鉄道高架化事業などを担当。
　平成15年6月、長崎鉄道事業部にて長崎県全
体の線路やトンネルなどを保守点検する部署
へ異動となり、その直後の7月18日に特急かも
め脱線事故が発生。原因は局地的な大雨によ
る落石でありました。都市化による自然環境
などの変化に局地的な大雨が重なって引き起
こされた今回の事故を、何とか人間の知恵に
よって未然に防ぐことができないかと改めて
考えさせられました。

３．平成21年〜アミュプラザ長崎まで
　平成21年からは、博多駅開発本部に異動。
平成23年3月3日にJR博多シティが開業。博多
エリアのまちづくり指針「博多まちづくりガ
イドライン」の策定などに参画。
　平成23年から担当したJRJP博多ビルにおい
て、福岡市が創設した「福岡市都心部機能更
新誘導方策」の認定第一号を取得（容積率800
％→1,140％）。この制度は、福岡市において
都心部における民間建築物の建て替えを進め
るため、地区計画策定など一定の要件を満た
せば従来の容積率を緩和するというものです。

＊3月  例会卓話者予定＊ 

３月14日　新入会員卓話  安部　雅隆さん
（長崎国際大学　准教授）

３月21日　祝日休会

３月28日　新入会員卓話  萩原多恵士さん
（損害保険ジャパン日本興亜株式会社　佐世保支社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月20日㈫　 例会休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／3月8日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
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。

　平成28年からアミュプラザ長崎の営業担当
取締役として、長崎駅に隣接する商業ビルの
テナント管理、駅前広場のイベント企画運営
などに携わり、長崎駅を中心とした街づくり
に携わってきました。

４．最後に
　平成29年6月から現職になり、リゾートホテ
ルから佐世保エリアの「街づくり」に参画させ
ていただきたいと日々精進いたしておりま
す。これからも、JR九州およびJR九州グルー
プをよろしくお願い申しあげます！

2018年2月22日㈭　長崎国際大学RAC役員交代式


