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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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Club of Sasebo

　本日の卓話は、㈲ベイプレイスの浦芳郎様で
す。大変期待しています。よろしくお願いします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　㈲ベイプレイス	 専務取締役　浦　　芳郎	様

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．地区社会奉仕委員長	 帯屋　　徹	さん
　社会奉仕セミナー開催について（ご案内）
　日時／2019年10月27日㈰　13：00〜開会
　会場／東彼杵町教育センター　大会議室
　クラブ	出席者／クラブ会長または幹事、クラ

ブ社会奉仕担当理事（委員長）、クラブ
奉仕プロジェクト担当理事（委員長）

2．ガバナー事務所
　2013-2014年度ガバナー 塩澤恒雄 様（平戸
RC）が10月21日にご逝去
　お通夜　日時／2019年10月22日㈫　19：00
　告別式　日時／2019年10月23日㈬　11：00
　　　　　式場／長崎法倫会館

委員会報告
■ローターアクト委員会	 委員長　安部　雅隆
　10月29日㈫18時30分から長崎
国際大学食堂において例会を開
催します。会員の皆さんの多数
のご参加をお待ちしています。

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　ラグビーワールドカップで、初めてベスト8に
進んだ日本は、日曜日の夜に行われた、対南ア
フリカ戦で3対26で敗退しました。
　背が高くて大きい南アフリカの圧力は凄まじ
かったと思います。
　データ会社の指標によりますと、南アフリカ
のタックル成功率は90%に達し、特に日本のバ
ックスに対するタックルは厳しく、反則になら
ないギリギリのプレーで日本を苦しめました。
　日本は、ラインアウトのマイボールを4度失い、
モールでは30メートルも後退させられるなど、
さすが過去2度の優勝を誇る南アフリカの実力を
まざまざと見せつけられるものでした。
　ただ、日本は確実に進化していると思います。
初めて準々決勝の舞台に立って、何が足りない
のか肌で感じとったと思います。
　4年後のワールドカップではベスト4を目指し
て頑張っていただきたいと思います。
　ワールドカップは準決勝、決勝と4試合ありま
す。どの国が優勝するか楽しみにテレビを見た
いと思います。
　昨日は天皇陛下が即位を国内外に宣明される
「即位礼正殿の儀」が、世界約180か国の代表ら
を含む、国内外の約2千人が出席し、開かれまし
た。
　令和になっていろいろな自然災害が続いてい
ます。この式典を境に穏やかな令和となること
を願いたいと思います。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 10 23 3,374 15

《本　日》	会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率		　　　　％

《10月 9日》	会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率	　　　　	％
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■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　池田　真秀
　去る10月12日㈯13時より東彼
杵町総合会館にてインターアク
ト前期指導者研修会が開催され
ました。当日は顧問の林田先生、
インターアクト2名と私の4名で
参加してまいりました。当日はNPO法人環境カ
ウンセリング協会長崎の矢野理事にお越しいた
だきました。今世界的に問題になっているプラ
スチックごみについて基調講演があり、5mm以
下のマイクロプラスチックが海洋に散らばり、
東京都のイワシ64尾のうち49尾に検出されるな
どの問題についてお話しいただきました。その
後インターアクト同士で問題についてグループ
で話し合い、最後に発表するという内容で、私
個人としても大変勉強になる研修でした。
　また、去る10月15日㈫に西海学園にて例会が
開催され、佐世保RCからは富永雅弘さんに参加
していただいています。
　また、19日㈯には島瀬公園にて街頭募金を行
いました。当日は1年生の8名が参加し、募金額
は22,945円でした。佐世保RCからは椎山昇さん
に参加していただいています。

慶　　　　祝
親睦活動委員会　浦　　義浩

○結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　	さん	ご夫妻（ 1日）
　大神　吉史・ひろみ	さん	ご夫妻（ 1日）
　坂元　　崇・泰江　	さん	ご夫妻（ 1日）
　古賀　　巖・良子　	さん	ご夫妻（ 6日）
　松本　祐明・明子　	さん	ご夫妻（ 9日）
　森　　勝之・浩子　	さん	ご夫妻（ 9日）
　岸川　善紀・伸子　	さん	ご夫妻（10日）
　田中丸善弥・美加　	さん	ご夫妻（17日）
　有薗　良太・香津美	さん	ご夫妻（21日）
　佐々木秀也・美智子	さん	ご夫妻（23日）

歌の時間
	 　ソングリーダー　黒木　政純
「ちいさい秋みつけた」

作詞：サトウハチロー
作曲：中田　喜直

　サトウハチローが住んでいた東京都文京区弥生の自宅
の庭にはぜの木が植えられており、この木の紅葉する情
景を見たのが作詞のきっかけとなった。この自宅は1996
年に岩手県北上市のサトウハチロー記念館に移築され、
はぜの木は後楽園駅近くの礫川公園に移植された。

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　萩原多恵士
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、一瀬　伸彦	さん
廣瀬　章博	さん、平尾　幸一	さん
梅村　良輔	さん、陣内　純英	さん
　㈲ベイプレイス　専務取締役　浦　芳郎様の
卓話に期待してニコニコします。

大神　吉史	さん
　過日にはなりますが、10月12日に長崎新聞社
さんへ、当社の最新トレンドとして、造船向け
の部品生産ラインシステムについての記事とし
て、取り上げていただき、多くのお客様や県内
の方々に掲載の感想をいただきました。おかげ
様で対応に追われる喜びの日々です。ここで皆
様に対し感謝の意を表します。ありがとうござ
います。

井上　斉爾	さん、大神　吉史	さん
坂元　　崇	さん、森　　勝之	さん
岸川　善紀	さん、田中丸善弥	さん
有薗　良太	さん、佐々木秀也	さん
　結婚記念月のお祝い、ありがとうございます。

中村　徳裕	さん
　先週末、皆様に多大なるご支援ご協力のおか
げをもちまして、第22回目となるYOSAKOIさ
せぼ祭りを、無事開催することができました。
　ありがとうございました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　19,000 円
	 累　　計	 370,000 円
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卓　　　　話
『一次産業を観光資源へ繋げる取り組み』
　　　　　　　　 有限会社BayPlaceInc.

　専務取締役　浦　　芳郎	様
　まず初めに、このような機会
を頂戴いたしましたこと、十八
銀行佐世保支店支店長　執行役
員一瀬様に厚く御礼申しあげま
す。
　自己紹介からさせていただきます。わたくし
は佐世保相浦出身、生年月日1979年9月10日の
満40歳になります。2019年5月に家業継承の為
に佐世保に戻りました。1998年、母校である佐
世保西高等学校卒業後はニューヨークに5年間留
学、そして1年間の上海交通大学留学を経験した
のち株式会社ぐるなびに入社し東京勤務４年を
経て、その後は12年間に及ぶ海外勤務（上海9年、
台湾3年）の中国・台湾での食をテーマとした物
産観光に関わる新規事業立ち上げに従事してま
いりました。
　今回のテーマに挙げている「一次産業を観光
資源へ繋げる取り組み」は前職を通じて経験し
たことが背景にございます。
① 	農林水産省の提唱する2019年の農林水産物・
食品輸出額1兆円目標

② 	2020年に訪日外国人旅行者を4千万人にする
目標

　十数年に及ぶ海外駐在生活を通じて、物産と
観光の関連性を最先端で経験し学んできたこと
を佐世保で実践することです。
　但し、注意しなければならないことは、
◦	商習慣を知らずモノを売ろうとする海外物産
展
◦	旅行者のニーズを無視した観光プロモーショ
ン
であります。
　私は食を通じた観光促進は非常に重要な産業
になると信じております。
　物産と観光の両輪を進めるのは必然であり、
そのためには一次産業を多角的に分析し、客観

的にPRしなければなりません。一次生産者の想
いがこもった商材を誰にどのような手段で伝え
るか（ブランディング）。そして地域コミュニテ
ィ連携を図り、継続的な事業と公平性を持った
利益分配を構築する事であり、具体的には「マ
ルモかき」を生産者と一丸となり世界に通用す
るブランドにするべく取り組みを進めておりま
す。
　また、家業としては長崎県立大学前に私の農
地を含め43ヘクタールの農地がございます。
　この広大な農地を地域貢献に寄与できるよう
に取り組むことであります。

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

（今週の担当：黒江　章雄）
（カメラ担当：小村　英司）

＊2019年11月例会卓話者予定＊	
 6日	 新会員　坂根　　毅	さん
　　　（大阪鋼管㈱代表取締役社長）
13日　地区ロータリー財団委員会

委員長　岡村　康司	さん
20日　米山奨学生　ホアン　キンガン	さん
27日　映画例会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月 5日㈫　16：15〜
会場／西海学園　図書室

日時／11月16日㈯　14：00〜15：30
場所／親和銀行本店前（街頭募金活動）

日時／11月19日㈫　16：15〜
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／11月12日㈫　18：30〜
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。


