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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、多数の皆様にご出
席いただきありがとうござい
ます。
　今回は、「地区大会」につ
いてお話ししたいと思いま
す。佐賀県と長崎県の56クラブで構成され
る国際ロータリー第2740地区で、年に一度

「地区大会」が開催されます。今年度は、令
和4年11月26日に、佐賀県佐賀市において開
催される予定です。地区大会は、その年の
ガバナーの出身ロータリークラブがホスト
クラブを務めることになっています。今年
は上村春甫ガバナーのもと、佐賀ロータリー
クラブがホストクラブとして開催されます。
佐世保ロータリークラブでは、長い歴史の
中 で5名 の ガ バ ナ ー を 輩 出 し て い ま す。
1969-1970富永猪佐雄、1976-1977田中丸善
三郎、2000-2001武井洋一、2003-2004安部
直樹、2018-2019福田金治（敬称略）と歴代
のパストガバナーが活躍され、その任期の
年度の地区大会を、ホストクラブとして開
催してきました。
　直近では、福田金治パストガバナーの時
代に、地区大会を開催しましたが、その時
には、まだ入会されていなかったという会
員の方々がかなりいらっしゃいます。その
年には、福田金治パストガバナーの元、会
員の皆様とパールクイーン号に乗り込んで、
地区大会PRビデオを制作し、様々な新たな

アイディアを取り入れて、会員の皆さんと
手作りで取り組んだ地区大会を実施しまし
た。大変ではありましたが、とても良い思
い出になっています。
　さて、地区大会をはじめ、様々なロータ
リーの行事には、入会3年未満の会員さんに、
出席義務あるいは、出来るだけ出席してく
ださいと案内されることが慣例になってい
ます。私も、自分自身が新会員の時代には
何故だろうと思ったこともありましたが、
これがとても有効な親しい仲間をつくる、
長く付き合える大切な友人をつくる機会に
なっていたと感謝しています。大会のプロ
グラムで得る学びも大切ですが、それ以上
に移動時間も含めて貴重な友情を育む時間
になっていたと、あらためて振り返ってい
ます。
　今回の地区大会のメインゲストは、大人
気のジャーナリスト池上彰さんです。今年
の地区大会の登録の締め切りは本日となっ
ています。ぜひ、お誘いあわせの上、地区
大会に参加されることをお勧めします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.地区大会実行委員長	 織田　徳彌	さん
　地区大会交通手段等の確認について（調査）

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 48名・欠席 25名・（免除者欠席 14名）・ビジター 0 名・出席率 65.75 ％

《 9月28日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 44名・欠席 30名・（免除者欠席 13名）・メークアップ 3 名・修正出席率 77.05 ％
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委員会報告
■財団・米山・補助金委員会
	 委員長　坂本　　敏
　ロータリーは、ポリオ根絶
のための運動を継続してきま
した。根絶まであと少しのと
ころまで来ています。
　募金箱をお回しします。
　私も入れたいと思いますので、皆さまご
協力をよろしくお願いします。

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　田村　和大

○今月の誕生祝い
　大久保利博 さん（ 8日）
　平尾　幸一 さん（ 9日）
　大神　吉史 さん（11日）
　中村　真弥 さん（12日）
　出端　隆治 さん（13日）
　古賀　久貴 さん（28日）
　坂本　　敏 さん（28日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　陣内　純英

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
坂本　　敏 さん、米倉洋一郎 さん
大塚　隆夫 さん、中島　　顕 さん
円田　浩司 さん、出端　隆治 さん
庭木　香充 さん、福田　金治 さん
廣瀬　章博 さん、芹野　隆英 さん
松本　祐明 さん、鈴木　清輝 さん

増本　一也 さん、橘髙　克和 さん
筒井　和彦 さん、山口　幸生 さん
草津　栄良 さん、中川　知之 さん
安福　竜介 さん、井上　斉爾 さん
古賀　　巖 さん、永瀬　徳豊 さん
西田　勝彦 さん、松尾　　貴 さん
長野　哲也 さん、船越　　温 さん
大神　吉史 さん、陣内　純英 さん
坂元　　崇 さん、坂根　　毅 さん
内海　暢邦 さん、池田　真秀 さん
古賀　久貴 さん
　新会員 岩崎正俊さんの卓話に期待してニ
コニコします。

長富　正博 さん
　この三連休を利用して、別府、宮崎を周
遊してまいりました。
　宮崎の宿泊は、ゴルファーの皆様にはお
なじみの旧シーガイアホテルです。
　9日にチェックイン、同日ラグビー日本代
表が同ホテルで合宿に入ったことは、ホテ
ル内のインフォメーションで知っておりま
したが、所詮は別世界の事と気にもしてお
りませんでした。
　翌日、チェックアウトに降りようと、エ
レベーターを待っておりました。たまたま
開いたエレベーターの中にはリーチ・マイ
ケル、デュラン・ライリー、シオサイ・ア・
フィフィタの3選手が並んで立っておりまし
た。
　その時の私の驚き様、さらに次の階から
松島幸太郎選手が乗り込んできたときには、
思わず「幸太郎！」と声を上げてしまい、
ライニー選手に「幸太郎さんでしょ。」と諭
される始末。
　慌ててスマホを取り出す私の狼狽ぶりを
ご想像ください。
　でも、嬉しかったのでニコニコ2倍です。

坂本　　敏 さん、出端　隆治 さん
大神　吉史 さん、大久保利博 さん
中村　真弥 さん、古賀　久貴 さん



（3）

　本日は誕生月のお祝いをいただき、あり
がとうございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 43,000円
 累　　計 230,000円

卓　　　　話
「JR九州の取り組みと
ホテルオークラJRハウステンボスについて」

新会員　岩崎　正俊	さん
（JR九州ハウステンボスホテル㈱ 代表取締役社長）

①自己紹介
　JR九州ハウステンボスホテ
ルの社長には昨年6月に就任
しました。JR九州に入って一
番大変だったのが、株式上場
の準備でした。通常の上場審査や有価証券
報告書（Ⅱの部）の対応でも大変ですが、
当社の場合、グローバル・オファリングで
したので、北米、欧州、アジアの対応も行
いました。
　また、上場直前の2016年4月16日には熊本
地震が発生し、豊肥本線や新幹線の脱線な
どの被害がありました。
　更に財務的な問題もありました。（1）低い
ROE（2％）、（2）鉄道事業の赤字、（3）経営
安定基金（約4千億円のファンド）の取り扱
いの3点です。これらの問題を解決するため、
経営安定基金の半分以上を新幹線リース料
の前払いに充当し、その分も含めて5千億円
の鉄道事業資産の減損損失を計上しました。
これにより、ROEは13％に改善し、減価償
却費も減少したことから、鉄道事業も黒字
となりました。これにより、2016年10月25
日、無事東京証券取引所1部（現、東京プラ
イム）上場することができました。
　これによるマーケットの評価ですが、債
券や株式を発行した優秀な発行体に与えら

れる「DEALWATCH AWARDS 2016」や
日本経済新聞社の「ディール・オブ・ザ・
イヤー2016、ベストIPOディール」を受賞
しました。受賞理由をお聞きして、大変で
したがやってよかったな、と思いました。
また、上場と同じ時期に、九州アジア経営
塾にも通いました。九州の企業、自治体な
どから36名が参加し、1年間の勉強、概ね2
週間に1回、土日開催。事前の課題や卒論も
大変でした。たまたま佐世保ご出身の方も
多くて、佐世保に赴任する際も心強かった
です。
　その後、会社の業績は堅調に推移しまし
たが、好調がゆえにアクティビストが入っ
てきました。株主の外国人比率は上場時の
25％から40％超に上昇しました。
　株主総会では2年連続で不動産情報の開示
や株主還元、役員派遣等の株主提案を受け、
議決権闘争となりました。決議まで結果が
読めず胃が痛くなるような窓外が続きまし
たが、無事会社提案が可決されました。そ
の後、アクティビストは撤退をしています。
　一方、株主提案があって結果的にプラス
になったこともあります。社外取締役や女
性取締役が増員され、監査等委員会設置会
社に移行するなどガバナンスが強化できま
した。またストックオプションでインセン
ティブ制度を導入したり自社株買いも行い
ました。
　またJR九州ではスポーツにも力を入れて
いて、野球部副部長やラグビー部長も歴任
しました。

② JR九州のトピック（西九州新幹線、ふた
つ星、36ぷらす3など）

（1）西九州新幹線
　先日2022年9月23日に開業しましたが、日
立製作所（山口県笠戸）で製造し、最初の
編成が1月9日、川棚港に陸揚げされました。
7月30日には、台風で新幹線の佐世保港入港
ができませんでしたが、かもめ楽団で盛り
上げていただきました。ホテルスタッフも
バルーンを作って参加しました。
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＊今後の例会予定＊ 
10月19日 一般社団法人佐世保青年会議所
 理事長　下津浦朱門 様
　　26日 佐世保商工会議所青年部
 会長　川口　直人 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
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。

（今週の担当：中島　　顕）
（カメラ担当：中村　真弥）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

　新幹線は大村に車両基地ができましたが、
車体では初めてデザインが入ったパンタグ
ラフや新幹線のロゴの落款などに注目して
いただければと思います。そのほか、西九
州地区では、（2）ふたつ星、（3）36ぷらす3、（4）
885系「白いみどり」、（5）西九州Choo Choo 
Train、（6）YC1、（7）ハウステンボス号、（8）
或る列車など様々な列車が走っていること
を、今回卓話をさせていただいたことで改
めて気づかされました。

③ ホテルオークラJRハウステンボスについて
　トリップアドバイザーの2022年人気ホテ
ル トップ 25では九州で1位（全国18位）と
高い評価でした。オークラでの評価も、今
年の7月、8月と2か月連続で全国のホテル
オークラのサービスランキングでトップで
した。これも、佐世保の方の優しさがお客
様に伝わってるからだと思います。

④その他
　これまでJR九州グループは、（1）呼子のい
かしゅうまいで有名な萬坊、（2）福岡の博多
和牛一頭買いの焼肉ヌルボン、（3）キャタピ
ラー九州、（4）大分日田の旅館うめひびき、

（5）松浦農場などを展開してきました。これ
も九州のチャレンジする風土のおかげだと
思います。これからも、これまでのノウハ
ウを活かして西九州を盛り上げることに
チャレンジして、佐世保を元気にしていき
たいと思いますので、今後ともよろしくお
願いします。
　ご清聴ありがとうございました！


