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Weekly Report 
「ロータリー：自ら元気に楽しもう！他者

ひ と

のお役に立とう！」  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会「ゲスト卓話」株式会社 A and Live 代表取締役 髙田 明氏  次回例会「ゲスト卓話」佐世保 RC 中村徳裕氏 

                      次回例会  「第 1回クラブフォーラム」        

《ゲスト卓話》 

 

「夢持ち続け日々精進」     

株式会社 A and Live 代表取締役 髙田 明 様 

 
 

長崎県平戸市出身。大阪経済大学卒業後、企業に勤

めた後に、実家のカメラ店を手伝い、ジャパネットた

かたの前身である株式会社たかたを設立。 

ラジオ通販コーナーでの販売経験を元に、社名をジャ

パネットたかたに変更し、本社屋内に設けたスタジオ

からテレビショッピング、インターネットショッピン

グの番組を制作。自身の出演で商品の紹介をし、売上

高 1789億円を記録する。 

 

株式会社 A and Live という社名の A は髙田明の 

A です。常に今を生きているという想いから社名を付

けました。長年、テレビ、ラジオでショッピングをし

てきた中で、人に何かを伝えるということの大切さを

知りました。 

それは、何かを売るということが、人を幸せに出来 

 

ると思うからです。この商品を買っていただいたお客

様に幸せになって欲しい、その思いを伝えようと、声

が大きくなり、アクションが大きくなります。その気

持ちが伝われば、自然と商品は売れて行きます。 

一生懸命伝えていても伝わらないことがあります。

その時に、伝えているつもりになっていませんか？ 

スティーブジョブズも、いくら素晴らしいものをつく

っても、伝えなければ、ないのと 同じと言っていま

す。詳しい内容は、私、初の自著である『伝えること

から始めよう』に分かりやすく書いていますので、皆

様、よろしくお願いいたします。 

 

 また、株式会社Ｖ・ファーレン長崎の代表取締役社

長に就任しております。 

倒産に近い状態で引き受けたが、経営を立て直し、

チームの強化をめざしています。チームは、今 J1に

行けそうな位置にいます。J1 になれば、有名選手が

いるチームが長崎に来て戦うことができます。スタジ

アムは 20000人集客出来るのに、現状 5000人では寂

しすぎます。J1 への昇格は、入場者数が増え、チケ

ットの収入が増えます。そのためには、たくさんの方

に来て頂き魅力を伝えなくてはいけません。Ｖ・ファ

ーレン長崎を盛り上げていく事は地域の発展に繋が

る事と信じております。長崎を元気にしたい。地元佐

世保の元気は、長崎の元気に繋がって行きます。佐世

保北ロータリークラブの皆様も後援会に入って、長崎

を元気にして頂きたいです。 

 

【出来ない理由を並べるより、出来る方法を探す】 

【やっている“ つもり  ” になっていないか 】 

【何かを“ 伝える ” ということの大切さ  】 
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【本 日】会員数 44名 出席 28名 欠      席  4名   出席規定免除会員（12）出席 7名  ビジター0名  出 席 率 89.74％ 

【前々回】会員数 44名  出席  27名 メークアップ  3名  出席規定免除会員（12）出席 4名         修正出席率 94.44％ 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  2017～2018年度 ＲＩ長 / ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾗﾘｰ  ガバナー/駒井 英基 

  

 

 

 



 
 

 

《会長挨拶》 

峯 徳秀 会長 

皆様、本日も例会に元気にご出席頂き、誠にありが

とうございます。お蔭さまで今年度３月目を皆様と共

に迎えることができましたことに心から感謝申し上

げます。 

 さて、本日は例会プログラムのロータリー関係者

以外では今年度初となるお客様として『ジャパネット

たかた創業者』であられる髙田明様をお迎え致しまし

た。 

実を申しますと、今年度の予定者段階におきまして

牧野プログラム委員長より髙田明さんを卓話にお呼

びしたいとのお申し出があり、当時私は卓話をして頂

くには４０名程度の少人数であるとか、卓話時間の制

約等の問題で非常に難しいであろうと話半分しか聞

いておりませんでしたが、今現実にあの、あの『髙田

明さん』が目の前にいらっしゃいます。 

牧野委員長、まさに「あっぱれ・お見事・エクセレ

ント」であります。 

髙田様、本日はお忙しい中当クラブへのご来訪及び

快く卓話をご了承頂き、誠にありがとうございます。

会員一同、心して拝聴させて頂きますので本日はどう

ぞよろしくお願い致します。 

《幹事報告》 

渡会祐二  幹事  

1. 例会変更 

 

伊万里ＲＣ 

   ９月 13日(水)12：30～→18：30～   

例会場 ﾛｲﾔﾙﾁｪｽﾀｰ伊万里（夜の例会のため） 

 

  松浦ＲＣ    

９月 29日(金)12：30～  

松浦市文化会館（なぎなたﾓﾆｭﾒﾝﾄ 

手入れのため） 

佐世保南ＲＣ  

９月８日(金)12：30～→18：00  

ホテルオークラＪＲﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 12Ｆ 

（観月例会のため） 

   ９月 22日(金）休会(定款第８条第１節により) 

佐世保西ＲＣ  

９月 19日（火）12：30～→19：00～  

「山暖簾」（観月例会のため） 

   

 

2. 来信 

 

・ 国際ロータリー 

ザ・ロータリアン ９月号 

 

 ・国際ロータリー日本事務局  

① 基本的教育と識字率向上月間  

          リソースのご案内 

② 9月ロータリーレート 1ドル＝109円 

                 

 ・ガバナー事務所 

① ガバナー月信 ９月号 

② 2017～18年度「地区大会」人頭分担金送金

のお願い 

③ 社会奉仕セミナー開催について 

日時：平成 29年 10月 15日(日)13：30～     

場所：東彼杵町教育センター 大会議室 

④ 2017～2018 年度インターアクト前期指導者

研修会のご案内 

日時：平成 29年 10月 7日(土) 

13：00～16：30 

場所：東彼杵町総合会館 大会議室 

  

 ・直前ガバナー事務所 

   2016～17年度 

出席率推移・会員数移動確認のお願い 

 

 ・佐世保東ＲＣ 

   佐世保東ローターアクトクラブ 

ＰＲ活動ご協力のお願い 

 

 ・佐世保西ＲＣ 

   「クラブ現況及び活動計画書 

・前年度活動実績報告書」 

 

 ・ハウステンボス佐世保 RC 

      「クラブ現況及び活動計画書 



IT会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 松永祐司 船津 学 松田亜由美  （記事担当 船津 学 ） 

本日の合計 30,000円        累計 344,000円       

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本日の合計 30,000円        累計 344,000円       

・前年度活動実績報告書」 

3.伝達事項  

 

①9/9(土）14：00より武雄センチュリー 

ホテルにて職業奉仕セミナーが開催されます。 

➁9/10(日)13：00より有田ポーセリンパーク 

にて青少年奉仕統括セミナーが開催されます 

➂9/11(月)例会前の 18：15 より 

16～17年度最終臨時理事会を開催いたします 

➃9/11(月）次回例会はゲスト卓話  

佐世保 RC  中村徳裕氏 

《今月の誕生祝い》 

Ｓ.14.9.16 福田俊郎君 Ｓ.18.9.2 平石晃一君 

Ｓ.40.9. 4 松尾重巳君 

 

 
 

《今月の結婚祝い》 

Ｈ.19.9.16 渡会祐二・里織 夫妻 

 

 
 

《委員会報告》 

 

宮原明夫 職業奉仕委員長 

10月 8日(日）大島造船所に職場訪問致します。 

ご家族を含めて多数のご参加をお願い致します。 

 

緒方信行 北斗会幹事 

第 1回北斗会が 9月 2日に開催されました。優勝は三

谷会員でした。 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

              松田信哉親睦委員長 

  

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事 

ジャパネットたかた創業者であられる髙田 明様のご

来訪を心より歓迎申し上げます。 

本日のご来訪をクラブ会員一同心よりお待ちしてお

りました。 

本日の卓話、楽しみに拝聴させていただきます。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

平石晃一君 

誕生を祝って頂き有難うございます。これからも健康

を保ちながら、精一杯頑張っていきたいと思います。

本日はジャパネットたかた創業者の髙田様、ご来訪有

難うございます。お話楽しみに拝聴させていただきま

す。髙田様もこれから益々、色々な事に取り組みご活

躍下さい。 

 

プログラム委員長 牧野博一君 

本日は、大変お忙しいところ卓話をお引受け頂きあり

がとうございます。日頃より何かとお世話になってお

りますが、いつか恩返しをいたしますので宜しくお願

いします。本日の卓話楽しみに拝聴いたします。 

 

船津 学君 

先日は、私の土地家屋調査士会会長就任と、土地家屋

調査士法人設立のお祝いをして頂きまして本当にあ

りがとうございました。とても身の引き締まる思いで

す。仕事、会務、そしてゴルフ、カラオケと一生懸命

頑張っていきたいと思います。皆様、今後ともよろし

くお願い致します。 

 

豊島揆一 君 福田俊郎 君 藤井良介 君 

緒方信行 君 中野雄一郎君 宮原明夫 君 

深町 等  君 森  豊 君 蒲池芳明 君 

村瀨高広 君 松田信哉 君 二ノ宮健 君 

小川一貴 君 松永祐司 君 小川 寛 君 

近藤竜一 君 田島 慎 君 公門新治 君 

八木順平 君 松田亜由美君  

ジャパネットたかたの創業者、髙田明様、本日は大変

ご多忙のところ、わが佐世保北ロータリークラブにお

越し頂きましてありがとうございます。貴重なお話を

伺えること、会員一同心待ちにしておりました。短い

時間ではありますが、どうぞよろしくお願いします。 

 


