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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
2018～2019年度 R.I.会長 バリー・ラシン （バハマ　イーストナッソーRC）

会　長：古賀　　巖　　　幹　事：大久保　利博
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
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佐世保ロータリークラブ

まれな場所に建つホテルでもあり、目の前
には島と海、周りは緑に囲まれた、開放的
で自然溢れる場所でとても環境のいい場所
で営業をさせていただいております。
　私もこの場所が好きでありまして、車で
通勤を致しておりますが、SSKバイパスか
ら鹿子前トンネルを抜けて景色が一変する
瞬間をとても心地良く感じますし、静かな
ヨットハーバー、そして穏やかな波、なに
よりも船越や石岳の展望所からみる九十九
島の絶景は、何度見てもこの場所のすばら
しさを感じさせられます。私がこのホテル
で長年勤められたのもこの場所であったか
らだとも思います。
　私の考えるホテルについてお話させてい
ただきます。
　ホテルは「持続可能で魅力的でなければ
ならない」、という思いで運営させていただ
いております。その為には、一つめにお客
様にとってホテルが生活の一部となり、リ
ピーターになっていただくこと。−顧客満
足度を上げる−
　二つめに従業員にとってホテルが自分の
成長の場であること。また、ホテルのプロ
となり安定かつ魅力的な収入をえられるこ
と。−従業員満足度を上げる−
　三つめにホテルの立地する地域社会にと
ってホテルが地域社会の一員として存在す
ること。−地域社会における存在価値を高
める−ということを常に考え、プロセスと
して重要視して取り組んでおります。

『私と仕事』

　会員　椎山　　昇さん
　（�九十九島ベイサイドホテル＆リゾート

フラッグス　　取締役総支配人）

　本日は、私自身のことと会社、仕事のこ
と、そして、私が思うホテルの仕事につい
てお話をさせていただきます。
　私は、佐世保生まれの佐世保育ちであ
り、高校卒業後に飲食店を経営しようと思
いましたが、経験も知識もありませんでし
たので、佐世保のホテルで働いてみようか
というくらいで、当時の九十九島観光ホテ
ルに入社致しました。それから24年間、ず
っと同じ会社で勤務させていただいており
ます。
　平成25年12月にメモリードグループとな
り、平成26年12月に改装と社名変更を行
い、九十九島ベイサイドホテル＆リゾート 
フラッグスとしてグランドオープンし、そ
の後、平成28年10月に隣接していました温
泉施設のサスパをグループ化して、九十九
島シーサイドホテル＆スパ 花みずきとして
引き継ぎ、二店舗の責任者として勤務させ
ていただいております。
　この2つのホテルがある場所は、1955年に
日本で18番目に国立公園に指定された西海
国立公園内に立地しております。全国でも
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傘寿の池田 豊さん、喜寿の下田弥吉さん、
中島祥一さん、古希の川口博樹さん、還暦
の中川知之さんおめでとうございます。会
員を代表しましてお祝い申しあげます。ま
た、本日お忙しい中ご参列頂きました会員
の皆様にもお礼申しあげます。
　今年賀寿をお迎えになられました皆様
は、我が佐世保RCにとって無くてはならな
い素晴らしい方々ばかりであります。長年
にわたって経験してこられたことを、佐世
保RCの私たち特に若輩者達は受け継いで行
く気概に満ちております。
　ぜひ今後とも白寿や百寿を目指してご自
愛なさり、益々ご健康になられることを祈
念いたします。これからもご指導のほどお
願いいたします。
　さらに、今夜18時半からは、佐世保玉屋
にて祝賀会も予定しております。今日一日
夜までよろしくお願いいたします。
　さて、本日の卓話は、新会員の椎山 昇さ
んです。
　九十九島観光ホテルの時代から在籍さ
れ、現在、取締役総支配人としてご活躍中
ですので、大変興味あるお話を聴けるかと
期待しております。よろしくお願いいたし
ます。

� 幹事　大久保利博
１．台南RC� 会長　吳志夏さん
� （Summers）
� 幹事　林哲腎さん
� 65周年実行委員長　周亮宏さん
� 国際奉仕委員長　邱榮政さん
　 台南RC創立65周年記念式典のお礼状が届

いております。

２．国際ロータリー日本事務局
　 特別寄付金　ポール・ハリス・フェロー

認証・ピン贈呈　古賀　巖会長

３．ガバナーエレクト� 千葉　憲哉さん

　また、ホテルの目的としまして、ご利用
いただく全てのお客様が、一生涯の顧客に
なっていただくことだと考えております。
　一生涯の顧客になっていただくために
は、ホテル全体で、一度ホテルに来ていた
だいたお客様に、リピーターになっていた
だくことから始まり、次にホテルを好きに
なっていただき、ずっとホテルをご利用い
ただけるようになる仕組みを作ることが必
要であります。
　メモリードグループのホテルでは宿泊は
もちろんでありますが、結婚式や法事、宴
会と幅広く需要を取り込むことができま
す。専門式場であれば法事はとれません
し、宴会のイメージもあまりなく利用いた
だく幅が極端に狭いことがありますが、ホ
テルであれば法事のお客様や婚礼のお客様
が同じフロアーにいらっしゃっても違和感
もないですし、また宴会やパーティーの需
要も高いのがホテルであります。その法事
や宴会をご利用いただくことをきっかけに
地域の方や企業、団体とのつながりを深め
ることができるとグループとしても大切に
しています。
　今後は更にホテル運営を通じて地域に根
差し、地域で必要とされる施設、グループ
となり、地域の皆様に喜んでいただける、
そして地域とともに発展できる事業の展開
をしていければと考えております。今後と
も宜しくお願いいたします。

◯ロータリーソング「四つのテスト」

� 会長　古賀　　巖
　本日11時より、亀山八幡宮
におきまして長寿祈願をいた
しました。
　本年、賀寿をお迎えになり
ました、米寿の松本英介さん、

幹 事 報 告

会　長　挨　拶

例 会 記 録
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　 RI第2740地区 2019〜2020年度 次年度
地区委員推薦のお礼

　　地区ローターアクト委員会
 委員　安部　雅隆さん
　　地区財団奨学・学友小委員会
 委員　中川　知之さん

４．大村RC
　「週報 No.22〜24」が届いております。

５．長崎県共同募金会佐世保市支会
� 支会長　朝長　則男�様
　赤い羽根共同募金についてのお礼

◯（公）ロータリー米山記念奨学会
　第10回メジャードナー 大神邦明さんへ特
別寄付金 米山功労者の感謝状と、ピンバッ
ジを伝達いたしました。
　　

◯国際ロータリー日本事務局
　古賀　巖会長へ特別寄付金 ポール・ハリ
ス・フェロー認証・ピンを伝達いたしま
した。　

資金推進・財団・米山委員会
� 委員長　西田　勝彦
　福田金治さんよりロータリ
ー財団への寄付をいただきま
した。
　奥様の忌明けも含まれまし
て、多額の寄付をいただきま
した。通常は友愛基金への寄付とさせてい
ただくところ、ご本人のご意向でロータリ
ー財団への寄付ということですので、申し
添えます。

� 朗遊会　米倉洋一郎
「第2回朗遊会」開催のご案内
　日時／2019年3月2日㈯
　　　　スタート 11:15〜
　場所／佐世保カントリー
　　　　倶楽部
　　　　石盛岳コース
　TEL／0956-49-5654
　参加費／2,000円

� 出席・例会委員会　萩原多恵士
◯永年会員表彰
　井上　斉爾さん（35年）
　遠田　公夫さん（32年）
　橘髙　克和さん（32年）
　井手　孝邦さん（30年）
　下田　弥吉さん（29年）
　梅村　良輔さん（28年）
　長島　　正さん（26年）
　石井　正剛さん（26年）
　円田　　昭さん（26年）
　田中丸善弥さん（25年）

◯出席100％表彰
　玉野　哲雄さん（41回）

朗 遊 会 よ り

慶　　　祝

委 員 会 報 告

その他の報告
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� 親睦活動委員会　河原　忠徳
池田　　豊さん
　本日は傘寿のお祝いをして頂き、ありが
とうございました。健康で迎えることがで
きる幸せに感謝致し、ニコニコさせて頂き
ます。

中川　知之さん
　還暦のお祝いありがとうございました。

古賀　　巖�会長、大久保利博�幹事
廣瀬　章博�副幹事、福田　金治さん
西田　勝彦さん、富永　雅弘さん
木下　貴夫さん、北野　慎司さん
橘髙　克和さん、円田　浩司さん
安福　竜介さん、德川　晃尚さん
小村　英司さん、有薗　良太さん
増本　一也さん、安部　直樹さん
坂本　　敏さん、谷川　辰巳さん
大神　吉史さん、筒井　和彦さん
吉田　英樹さん、橋詰　文雄さん
福田　金吾さん、安部　雅隆さん
松尾　　貴さん、松尾　文隆さん
平尾　幸一さん、米倉洋一郎さん
　椎山 昇さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

井上　斉爾さん、玉野　哲雄さん
橘髙　克和さん、遠田　公夫さん
長島　　正さん、円田　　昭さん
田中丸善弥さん、梅村　良輔さん
　永年会員並びに出席100％表彰ありがとう
ございます。

中村　徳裕さん
　先週お配りした「週報」に、私の管理
ミスにより、ファイリング用の「2穴」が開
いていませんでした。
　皆様にご不便をおかけして、誠に申し訳
ありませんでした。

ニコニコボックス ニコニコボックス 本日合計 　40,000 円

 累　　計 625,000 円

◇

2019年1月〜2月
＊例会卓話者予定＊ 

1月30日　会員卓話　　　　一瀬　伸彦さん
　　　　　  　　　（ ㈱十八銀行 佐世保支店　支店長）

2月６日　新入会員卓話　　小村　英司さん
　　　　     （ ㈱商工組合中央金庫 佐世保支店　支店長）

2月13日　㈱ユニバーサルワーカーズ 
　　　　（軍艦島コンシェルジュ） 
 　　　　  代表取締役　　　久遠　龍史 様

2月20日　創立68周年記念例会（調整中）

2月27日　長崎国際大学 
 　　　　  ボルダリング選手　原田　朝美 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

例会未定（入試等対応のため）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日程／2019年2月9日㈯　
　　　ボウリング例会（予定）

＊ 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。
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長寿祈願祭・祝賀会 【米寿】松本　英介さん　　【傘寿】池田　　豊さん
【喜寿】下田　弥吉さん、中島　祥一さん
【古希】川口博樹さん　　　【還暦】中川　知之さん2019年1月23日㈬〔祈願祭〕11:00 亀山八幡宮　〔祝賀会〕18:30 佐世保玉屋

■会長挨拶　古賀　　巖
　皆様こんばんは。恒例の長寿祝賀会です。

　長寿のお祝いは中国伝来のもので「賀
が

寿
じゅ

」
と言われ、その人の長寿を祝福し、さらな
る長寿を願うと共にその長寿にあやかろう
というお祝いのことをいうそうです。
　この賀寿のお祝いは奈良時代にさかのぼ
り、天平12年（740年）に僧の良弁が聖武天皇
40歳の御歳をお祝いしたのが始まりとされ
ていると紹介されています。
　例会でもご紹介しました通り、本日11時
より会員の皆様多数のご参列をいただき、
亀山八幡宮におきまして長寿祈願をいたし
ました。
　本年賀寿をお迎えになりました、我が佐
世保RCにとって無くてはならない皆さま
に、あらためて心からお祝いを申しあげます。
　この1月20日から2月3日までは大寒の時季
でもありますので、お身体には特にご自愛
いただき、これから、まさに文字通りいつ
までもお元気なお姿を見せていただき、後
進の私達に色々とご指導賜りますようお願

い申しあげたいと切に願っております。
　そして、これから懇親会において、本日
亀山八幡宮でお祓いした日本酒を酌み交わ
していただきたいと存じます。
　「酒は百薬の長」ともよくいわれますの
で、これからは、ほどほどにお酒を飲んで
いただきながら、さらなるご長寿を目指し
ていただきたいところです。
　甚だ簡単粗辞ではありますが、会員を代
表してのお祝いの言葉とさせていただきます。
本日はおめでとうございました。

■賀寿者代表挨拶　松本　英介
　激励のことば、祝いの品ありがたく頂戴
しました。 
　これよりは、古賀　巖会長のおぼしめし
のとおり拳拳服膺してまいりますので、今
後ともよろしくお願いします。 
　本日は私どもに祝意をお寄せくださいま
した皆様がた、今夕このような祝賀の宴まで
催していただきますご有情、嬉しく思います。 
ありがとうございました。一同礼！ 

国際ロータリー第2740地区 2018-2019年度  地区大会 慰労会
日時／2019年1月19日㈯ 18:30〜　　会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス

挨拶
福田 金治ガバナー

挨拶
安部 直樹パストガバナー

乾杯
橘髙 克和

地区大会実行委員長

万歳三唱
古賀　巖会長

増本 一也 地区幹事 中村 徳裕 大会SAA 納所 佳民 大会幹事 米倉洋一郎
記念ゴルフ委員会委員長

平尾 幸一
広報・記録委員会委員長 

坂元 崇
エクスカーション委員会委員長

加納洋二郎
接待委員会委員長

飯島 頼子
地区大会　事務局 

木村 公康
登録・受付委員会

司会
松尾 文隆 地区副幹事

福田ガバナー
から差入れ
マグロ刺し

福田 金吾
総務委員会 副委員長 兼 

ハワイ短期留学委員会委員
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：安部　雅隆、カメラ担当：長浜　陽介［例会］
 カメラ担当：大神　吉史［地区大会慰労会］、古賀　　巖、大神　吉史［長寿祈願祭・祝賀会］）

会長挨拶
古賀　巖さん

乾杯
玉野 哲雄さん

万歳三唱
安部 雅隆さん

司会
河原 忠徳さん

賀寿者代表挨拶
松本 英介さん

賀寿をお迎えになられた皆さん
益々のご清祥ご活躍をお祈りします

祈願祭　亀山八幡宮にて


