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2019～2020年度 テーマ ROTARY CONNECTS THE WORLD　̶ ロータリーは世界をつなぐ ̶
2019～2020年度 R.I.会長 マーク・ダニエル・マローニー （米国アラバマ州　Decatur RC）
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ビジター
　佐世保南RC　	 塚原　康人	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．ロータリー財団
　木村公康会長へポール・ハリス・フェロー　
認証と襟ピン　伝達

2．島原RC会長	 近藤　義光	さん
　RYLA実行委員長	 本多　　進	さん
　第40回記念RYLA記録DVD配布

委員会報告
■ローターアクト委員会	委員長　安部　雅隆
　9月23日（月・祝）に予定して
おりました、インターアクト・
ローターアクト合同ボウリング
大会・例会は、都合により延期
になりました。

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　先日の観月例会、大変盛り上がりました。特	
に、松本英介、井上斉爾両会員のアロハがとて
もお似合いでした。
　朝夕には、秋を思わせるような涼しい風が吹
くようになりましたが、日中は、まだまだ厳し
い残暑が続いています。季節の変わり目で体調
を崩しやすいと思います。皆様方には、どうぞ
お体に気をつけていただければと思います。
　秋といえば、スポーツの秋です。9月15日、日
曜日に東京オリンピック代表選考会MGC（マラ
ソン・グランド・チャンピオンシップ）が行わ
れました。
　男子は中村、服部両選手が代表となりました。
前半は設楽選手がスタートから飛び出しました
が、暑さのためか終盤失速し、脱落。中村・服部・
大迫の3選手による最後の2㎞の競り合いは私も
興奮してしまいました。
　夏場のマラソンの過酷さは想像を絶するもの
です。私もフルマラソンは何回も走っています
が、夏場は見合わせたいと思っています。選手
の皆さんは、本当にお疲れ様でした。1年後の東
京オリンピックでメダルをとって欲しいと思い
ます。
　女子は十八銀行の野上選手に期待しましたが、
惜しくも5位でした。代表枠があと1つ残ってい
ます。是非とも次のレースで頑張っていただき
たいと思います。
　また、20日からはラグビーのワールドカップ
が日本で開催されます。スポーツの秋を楽しみ
たいと思います。
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　新しい日程につきましては、決定次第、お
知らせいたします。
　ご参加のほど、よろしくお願い申しあげます。

ロータリー３分間情報

ロータリー情報・文献記録委員会	 石井　正剛
2019年度規定審議会について
　3年ごとに開催されている規定
審議会が2019年4月14日〜18日
の5日間、アメリカ・イリノイ州
シカゴにて行われました。
　規定審議会提出立法案総数117
が提出され41の案件が採択、6の案件が修正案
として採択されました。
　立法案提出件数ランキングは以下の通りです。
　RI理事会	 26件
　日本	 25件
　インド	 16件
　アメリカ	 15件
　フランス、イギリス、オーストラリア	 各5件
　ナイジェリア、南アフリカ	 各4件
　韓国	 3件
　その他	 9件
　日本の規定審議会提出立法案の提出総数を見
て、その関心の高さが際立っています。
　採択された提出案のいくつかを紹介します。
　1．　会員身分に関する規定を改正する件
	 （RI細則　手続要覧P23）
　　　	　「各クラブは、多様性を推進するような

均衡の取れた会員構成を構築するよう努
めるものとする」を追加。

　2．　クラブ会長の任期を改正する件
	 （標準ロータリークラブ定款　手続要覧P92〜93）
　　　	　クラブ会長の後任者がしかるべき選挙

をされなかった場合、現職の会長の任期
を1年に限り延長する。

　3．　	クラブの年次総会において予算と年次報
告の発表を求める件

	 （標準ロータリークラブ定款　手続要覧P89）
　　　	　年次総会にクラブの収入と支出を含む

クラブの年間予算と年次報告を発表する
ことを規定する。

　4．　	例会と出席における柔軟性を認める規定
を移動する件

	 （標準ロータリークラブ定款　手続要覧P88）
　　　	　標準ロータリークラブ定款第7条 例会

と出席に関する規定の例外を削除し、例
外規定に該当する各条各項ごとに記載し

て、分かりやすくする。
　5．　	欠席のメークアップに関する規定改正の件
	 （標準ロータリークラブ定款　手続要覧P91）
　　　	　メークアップ期間を例会の前後の14日

の規定を、同年度内に変更する。
　6．　	クラブの構成を改正し職業分類制限を廃

止する件	 （RI定款　手続要覧P14）
　　　	　「専門職務」とは異なる職業を持つ会

員もいることを反映するため「職業」と
いう語を追加する、また現行の職業分類
の制限も廃止する（同一職業分類に属す
る会員数が正会員の10％以下となる規定
等）。

　7．　	クラブの加盟終結に関する規定を改正す
る件	 （RI細則　追加　手続要覧P21）

　　　	　会員数が6名未満となったクラブは、ガ
バナーの要請により理事会がそのクラブ
を終結させることができる。

　8．　	ローターアクトクラブがRI加盟を求めら
れることを明確にする件

	 （RI定款　追加）
　　　	　ローターアクトクラブのRI加盟を規定

し、ロータリーファミリーに迎え入れよ
うとするもの。

　　　	　RI加盟によりローターアクトのRIとの
所属関係がより近い位置付けとなる。

　　　	　RI理事会により定められた通りに人頭
分担金を支払うものとする。

　9．　	人頭分担金を増額する件
	 （RI細則　手続要覧P77）
　　　	　2020-21年度から、2022-23年度までの

人頭分担金を年1ドルずつ増額する。
　　　	　2020-21年度69ドル　2021-22年度70ド

ル　2022-23年度71ドルとする。

慶　　　　祝
	 　出席・例会委員会　前田　隆夫
○今月の誕生祝い
　米倉洋一郎	さん（ 6日）
　田中丸善保	さん（19日）



（3）

	 　出席・例会委員会　前田　隆夫
○永年会員表彰
　中島　祥一	さん（34年）

○出席100％表彰
　川口　博樹	さん（6回）
　河原　忠徳	さん（6回）
　古賀　久貴	さん（5回）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　小石原健二
佐世保南RC　塚原　康人	さん
　本日は久しぶりにメークアップでお邪魔しま
した。木村公康会長、松尾文隆副会長、有薗良太	
幹事、他みなさま、よろしくお願いいたします。

木村　公康	会長、　有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、増本　一也	さん
草津　栄良	さん、岸川　善紀	さん
陣内　純英	さん、浦　　義浩	さん
小石原健二	さん、廣瀬　章博	さん
福田　金吾	さん、坂元　　崇	さん
松尾　　貴	さん、円田　浩司	さん
前田　隆夫	さん、米倉洋一郎	さん
筒井　和彦	さん、富永　雅弘	さん
大久保利博	さん、一瀬　伸彦	さん
西田　勝彦	さん、芹野　隆英	さん
中川　知之	さん、北野　慎司	さん
中村　徳裕	さん、安部　雅隆	さん
田中丸善弥	さん
　新会員　森　勝之さんの卓話に期待してニコ
ニコします。

古賀　久貴	さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

米倉洋一郎	さん
　誕生月のお祝い、ありがとうございます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　30,000 円
	 累　　計	 265,000 円

卓　　　　話
『佐世保、西九州地域とともに　ホテル』

会員　森　　勝之	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、お話する機会をいた
だきありがとうございます。私
は1991年にJR九州に入社。最初
は鉄道事業本部運輸部運用課と
いう運転士、車掌、車両の運用
を計画する部署に配属され、鉄
道員らしい会社人生をスタートしました。1年
後、小倉にあるのになぜか“門司”車掌区とい
うところで車掌として勤務。そのとき佐世保と
の初めての出会いがございました。今は懐かし
い寝台特急「さくら」号の佐世保行き編成に乗
務しておりました。当時の体重は65キロ。今で
は＋40キロ。当時の面影もございません。
　その後、人事課に異動。人員削減計画策定と
組合交渉、私が採用になる以前の1987年分割民
営化時不採用となった組合員の裁判の担当と暗
黒の16年間でした。裁判解決後の2010年に大分
のグループ会社に社長として異動。命じられた
仕事は「ニラ」の栽培。当時の唐池社長からの
異動の内示は「ニラを作ってこい。枯らすなよ」
と。なんとか枯らさずにすみました。その当時
JR九州が「がっちりマンデー」で紹介されまし
た。がっちりマンデーは儲かっている会社が登
場しますが、赤字の会社が紹介されたのは初め
てとのこと。当時JR九州は上場前。監督官庁の
目を気にして、いつものきめフレーズ「がっち
り」が言えなくて…（このエピソードは卓話の
中では音声トラブルで言えなかった内容です）。
VTRの中でニラだけで売上1億円を目指すと言
いましたが、今ではそのとおりに、“後輩”の社
長がしてくれました。その会社では旅館のリノ
ベーションと運営も担当。約3億円をかけてJR
九州の宿「べっぷ荘」から、“別府温泉　竹と椿
のお宿「花べっぷ」”という似ても似つかない名
前に変え、徹底的に竹を使い、和のイメージと
するなど以前とは全く違うものにしました。今
では人気の宿に“後輩”の社長がしてくれました。
　2013年、広報室長としてななつ星in九州のデ
ビューを担当。山口県の日立製作所の工場から
ななつ星の車両を回送する際、「車両に袋をかぶ
せてもってこい。公開まで見せるな」とか「広
告宣伝費はないけどテレビ局に売り込め」など、
無理難題を言い付けられましたが、車両には“ま
っ黒”のラッピングをすることを技術者が考え
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クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

てくれ、テレビ局は博多通りもんの菓子箱を持
って1社ずつ回りました。その甲斐もあり、なな
つ星デビューの際は100名を超える報道陣に集
まってもらいました。さあ、ななつ星の気にな
るお値段ですが、DXスイートお二人で1泊2日
93万円、3泊4日で190万円、皆様のお申し込み
をお待ちしております。
　本題のホテルオークラJRハウステンボスの
今後の取り組みです。当ホテルは1995年の開業
で、JR九州グループの不動産、ホテル事業の
先駆けです。現在では不動産、ホテル業はJR九
州グループの大きな収益源となっており、今年	
8月、ブラッサムの上のブランド「The	BLOSSOM		
HIBIYA」を東京日比谷に、9月には「The	BLOSSOM	
HAKATA	Premier」をオープンいたします。グル
ープ全体の売り上げは、JR九州発足当時約1,500
億円であったものが、2018年度には4,400億円
を超えました。当ホテルは40億弱で売上貢献は
1%、不動産・ホテル事業で20%を占めます。また、
4月には3ホテル会社を統括する会社としてホー
ルディングス会社を設立し、その社長には前々
社長の松本が就いております。松本と一緒にな
ってホテル事業を発展させるべく現在取り組ん
でおります。
　当ホテルのこれまでは、みなさまご案内のと
おりハウステンボスの浮き沈みに翻弄されてき
た歴史であります。エイチ・アイ・エスの澤田
社長による経営再建で一気に復活を遂げました
が、このところは右肩下がりであります。昨年
10月から今年6月までの入場者数は94.6%。もう
どうしようという感じでありますが、まずハウ
ステンボスとは運命共同体。ハウステンボスの
魅力・良いところを一緒に発信していくことが
重要と考え取り組んでいます。特に10月から始
まる新パスポートの本当の良さ。全てコミコミ
になり以前のように入園後、いろいろお金がか
かることはなくなりますからご安心してくださ
いと営業に行った際PRしております。また、当
ホテルのお客さまは30％弱が関東、16％が関
西、12％が海外です。そのお客さまが何を求め
ているか。特に長崎県を訪れた海外のお客さま
の口コミ調査の結果で、行って良かったところ
の20位内にハウステンボスは入っていません。
佐世保地区では、九十九島、展海峰、海きらら
など。つまりハウステンボスだけではない佐世 （今週の担当：陣内　純英）

（カメラ担当：小村　英司）

保、西九州地域の自然、歴史、文化、食をどん
どん紹介･発信していき、この地域に来ていただ
くお客さまを増やすことが大事。松浦の食材を
使ったメニュー開発にも取り組んでいきますし、
11月9日には、肥前やきもの圏「器が奏でる食と
酒」という地域をPRするイベントをホテルで開
催し、西九州の食材を使ったお料理を人間国宝
と三右衛門の器で召し上がっていただく企画も
予定しております。2020年1月〜3月、JR九州で
西九州キャンペーンを実施することも決まりま
した。ハウステンボスに加えて、どんどん佐世保、
西九州をPRしていきます。
　当ホテルを作る際、JR九州初代社長の石井は
「新しい一流」を作れと指示しています。この想
いを大事に今後も常に「新しい一流」をめざし、
成長と進化し、お客さまの夢をかなえ、地域の
みなさまと一緒に夢を見、働く社員の夢を実現
できるホテルを目指してまいります。変わらぬ
ご愛顧をよろしくお願いいたします。

＊2019年10月例会卓話者予定＊	
10月 2日	 合同会社HRエンゲージメント
	 安徳　勝憲	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15日㈫　16：00〜
会場／西海学園　図書室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月8日㈫　18：30〜
会場／未定

＊	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。


