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【本 日】会員数 44 名

出席 23 名

【前々回】会員数 44 名 出席 27 名

欠

◆氏
◆役

名
職

上京ビル 4 階

TEL 0956-22-7144

メークアップ 0 名

出席規定免除会員（12）出席 6 名

中村 徳裕 （なかむら のりひろ）
有限会社エスケイ・アイ・コーポレーシ
ョン 代表取締役
地方出版 芸文堂 タウン情報誌 月刊
ならでわ！ 代表
長崎県佐世保市山祗町 19-13
長崎県佐世保市須田尾町 4－13

◆会社住所
◆自宅住所
◆略 歴
1960 年（昭和 35 年）佐世保市生まれ（57 才）
1979 年（昭和 54 年）長崎県立佐世保南高等学校
卒業
1983 年（昭和 58 年）立教大学経済学部経済学科
卒業
同年４月 凸版印刷株式会社入社
1986 年 ( 昭 和 61 年 ) 同 社 を 退 職 し 、
オートバイでヨーロッパ～北アフリカを単独ツー
リング、ぶっつけの英語で世界の若者と交流

本日の例会 「第 2 回クラブフォーラム・職業奉仕委員会」

FAX 0956-22-1201

Web http://www.sasebonorth.org

出席規定免除会員（12）出席 7 名

中村徳裕君

英基

西沢本店 8Ｆカトレアホール（毎週月曜日）

席 9名

≪ゲスト卓話≫
佐世保ロータリークラブ

ガバナー/駒井

ビジター6 名

出

席

率 76.92％

修正出席率

86.84％

同年 11 月 佐世保へ U ターン有限会社 SK 印刷・
芸文堂入社
1995 年（平成 7 年）有限会社ＳＫ印刷代表取締役
就任
2000 年（平成 12 年）長崎県北のグルメ情報誌「月
刊ならでわ！」現在創刊 17 年目
2001 年（平成 13 年）有限会社エスケイ・アイ・
コーポレーションに社名変更
2017 年（平成 29 年）現在に至る
◆公職
◇佐世保ロータリークラブ 2017-18 年度 副会長
◇YOSAKOI させぼ祭り 実行委員 広報部会長
・第 2～第 19 回まで 18 期、名切お祭り広場会場
の MC を担当、祭りの盛り上げに努める
◇させぼ夢大学 実行委員 創立時から 26 期継続中
◆賞罰 なし

卓話要旨
伝える仕事で「まちづくり」と「商売」のお手伝い
～佐世保を元気に！
地元のさらなる発展に貢献するために！！～
この度は、貴重な機会をいただきありがとうござい
ます。私は、所属団体での「まちづくり」イベントや、
本業での「商売」のお手伝いを通して、佐世保を元気
に！そして地元で商売をなさっている皆さまの発展
のために、日々活動しています。
私は高校までを佐世保で過ごし、東京で大学生活と、
凸版印刷板橋事業本部でのサラリーマン生活ののち、
26 歳の時に佐世保に戻ってきました
その隙間の 3 ヶ月間に、思い切って「ヨーロッパ
次回例会「ゲスト卓話・JAICA 小川工務店江口秀満氏」

一周＆北アフリカ単独バイクツーリングの旅」
に行っ
てきました。ツーリング中は、日本から持っていった
「地球の歩き方」と、現地で購入した「ミシュラン地
図」、そして現地の「観光パンフレット」が情報源で
した。
その時の体験が、コミュニケーションを生業とする
私のベースになっています。
佐世保に戻って、家業の SK 印刷に入社。最初の仕
事は、当時まだ存在しなかった「佐世保のガイドブッ
ク」の出版事業でした。
「佐世保ならでわブック」を
1987 年に出版。それが、現在創刊 17 年目になるフ
リーペーパー「月刊ならでわ！」につながっています。
－『まちづくり活動について』－
◆アメリカンフェスティバルにあこがれてＪＣに入
会
◆ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り ＭＣ（司会）19 年目
◆公益社団法人させぼ夢大学 実行委員 25 年目
－『印刷・出版・インターネット事業について』―
◆印刷業界の現状
◆伝えることの大切さ「集客・売上アップ」のために
◆最適な手段を組み合わせて、目的を達成するお手伝
い。
◆WEB ホームページ・WEB 広告・インターネット
通販
◆ふるさと納税 企画商品の話「純金九十九島写真」
◆出版事業「芸文堂」について
◆メルマガ 毎週水曜日発行
◆「だまされないで」・・・音楽を通したコミュニケ
ーション
◆私の人生の目的は、100%パワーを込めたコミュニ
ケーション事業と、音楽を通して、関わる全ての人と
幸せを分かち合うこと。
2017-18 年度 佐世保ロータリークラブ 副会長
有限会社エスケイ・アイ・コーポレーション
代表取締役 中村徳裕

《会長挨拶》
峯

徳秀 会長

前回例会では、たいへんお忙しい中、ジャパネット
たかた創業者 髙田明様に『今を生きる！』という演
題にて卓話を頂きました。現在ご本人が社長を務めら
れているＶファーレン長崎も、Ｊ２において今日現在
３位に躍進し、Ｊ１自動昇格のポジションである２位
のアビスパ福岡の背中見えてきた模様です。私も立場
上、オフィシャルスポンサーになることは不可能です
が、一ファンクラブ会員ならと早速ファンクラブに入
会し、応援をさせて頂いております。
さて、ご紹介があったご本人の著書『伝えることか
ら始めよう』においても『伝わるコミュニケーション
の重要性』を力説されておりましたが、本日のゲスト
卓話者にも、
伝えることの重要性のお話をして頂きま
す。先週の髙田社長と同様、元気一杯の佐世保の文化
人であり、本年度佐世保ＲＣ副会長をされている中村
徳裕様のご登場です。
伝える仕事で「まちづくり」と「商売」のお手伝い ～
佐世保を元気に！ 地元のさらなる発展に貢献する
ために！！ ～
の演題となっています。中村様、どうぞよろしくお願
い致します。
また本日は、
佐世保東ローターアクトクラブ 前田
純一郎会長が、ローターアクトのＰＲ活動に、佐世保
東ＲＣ川中青少年奉仕委員長ご同行にてお見えなっ
ております。
皆様、最後まで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
島原ＲＣ 9 月 19 日（水）12：30～→18：00～
ホテル南風楼（観月会のため）
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
・ ロータリーの友事務所
ロータリーの友 ９月号

④ 9/21（木）18：30 よりグランドファースト
イン佐世保にて第 3 回理事会を開催いたします。
⑤ 9/25（月）次回例会は第 2 回クラブフォーラ
ム「職業奉仕委員会」です。
《来訪ロータリアン》
佐世保ＲＣ 平尾幸一君

・国際ロータリー日本事務局
2017 年 8 月末までの RIJO-FAQ 配信履歴
・ガバナー事務所
① My Rotary 登録表及び『超簡単 My Rotary
登録法』ビデオ（11 月の地区大会までに
25％登録達成のお願い）
② 『ロータリーの友月間』紹介用ビデオ
佐世保南ＲＣ

古賀良一君

佐世保東ＲＣ

川中裕二君

佐世保西ＲＣ

江口圭介君

・ 地区大会事務局
地区大会関係資料等の提出について（お願い）
1.「地区大会信任状証明書」2.個人表彰受彰者
資料
・佐世保中央ＲＣ
国際奉仕委員会合同委員会開催いついて
日時：9 月 19 日（火）時間：18：30～19：50
場所：佐世保中央 RC 事務局（太陽アネックス
ビル 306 号室）
懇親会 場所：キュイｼﾞｭ―ヌ ル・フルーヴ
ァン（下京町 10-7 シネマ太陽
京町ビル 2F）
時間：20：00～21：30
会費：5,000 円
・佐世保東南ＲＣ
「クラブ現況及び活動計画書・前年度活動実績
報告書」
・佐世保市海洋スポーツ協会 佐世保海洋探検隊
実行委員長
「第 6 回させぼ海洋探検隊 in 高島」ご支援ご協
力のお礼状
・株式会社Ａ and Live 代表取締役
卓話のお礼状

髙田

明 様

3.伝達事項
① 9/18（月）次回例会は祝日休会（敬老の日）
です。
② 9/20（水）18：30 より第 4 回市内会長・幹
事会が開催されます。
③ 本日皆さんのセルフ BOX に 2016～2017 年度
決算書を入れております。

佐世保東ＲＡＣ

松尾純一郎君

《委員会報告》
村瀨高広奉仕プロジェクト青少年委員長 インター
アクト委員会
9 月 10 日（日）13：00～有田ポーセリングパークに
て青少年奉仕統括セミナーが開催されました。
宮﨑委
員長と私で参加しました。内容は、国際青少年交換委
員会、インターアクト委員会、ローターアクト委員会、
ライラ委員会、各委員会の実情と将来像についての話
がありました。宮﨑委員長、お昼ごちそうになりまし
た。
二ノ宮健 職業奉仕副委員長
9 日土曜日に、第 2740 地区職業奉仕セミナーが佐賀
県武雄市の武雄センチュリーホテル 5 階大広間にお
いて開催されました。当クラブ職業奉仕委員会からは、
宮原委員長の代理で、私と 3 年未満会員の小西会員、
船津会員、中川会員の 4 名で参加しました。
駒井ガバナーの点鐘、国家斉唱、奉仕の理想斉唱、関
係の各挨拶が続き、メインの昨年度の 2650 地区ガバ
ナー、日本のロータリーの一人者、刀根荘兵衛（とね
しょうべい）様の基調講演が 2 時 20 分～4 時 20 分迄
2 部に分かれてありました。演題は「職業奉仕の現状
とその歴史---職業奉仕で変化をもたらす」
今年度、ＲＩテーマは、
「ロータリー：変化をもたら
す」という事が判った感じでした。
居眠りも出来ない素晴らしい話の内容の中では、ロー
タリークラブの設立から 112 年、現代に至る変革等を
詳細に語られて、ロータリーの奉仕の進化を感じまし
た。25 日に、職業奉仕委員会のフォーラムが有りま
すので、内容はその時に触れたいと思います。
佐世保東ロータリークラブ 青少年奉仕委員会・
ローターアクト委員会 川中裕二委員長
ローターアクト会員増強のため、各市内のロータリー
クラブを訪問しています。ぜひ 30 歳未満の方でロー
ターアクトに興味がありロータリーにはまだ早いけ
ど経験を積むために入りたいという方がいらっしゃ
いましたら、ご紹介をお願い致します。

佐世保東ローターアクトクラブ 松尾純一郎会員
ローターアクトクラブとは 18 歳から 30 歳までの青年
男女のための、ロータリークラブが提唱する奉仕クラ
ブです。ローターアクトクラブは通常、地域社会また
は大学を基盤としており、地元のロータリークラブが
提唱しています。
佐世保東ローターアクトクラブは、
佐世保東ロータリ
ークラブが提唱しており、例会場はホテルオークラＪ
Ｒハウステンボスで例会は毎月第 2・4 火曜日 19：30
～行っております。
メンバーは 6 名（男 3 名・女 3 名・内休会 1 名）です。
活動内容は佐世保ビーチクリーンアップ参加、
佐世保
公園清掃活動、交流会、リーダーシップフォーラム、
ＲＹＬＡ、インターシティーミーティング、ガムはぎ
ボランティア活動参加、
鹿島踊りボランティアスタッ
フ、島原産業チャリティバザー、その他地区行事参加
などです。
毎月 2 回の定例会を基本とし、地区内外での交流会・
研修会を始めとする活動や地域のボランティア活動
を行っております。定例会では、一人ひとりの専門知
識や趣味・特技を生かした卓話を行ったり、書初め例
会やお花見例会・クリスマス例会といった楽しい活動
も行っております。前々年度は 2740 地区の年次大会
のホストクラブも務めさせていただき、メンバーにと
っても大きな成長となりました。地域の活動や様々な
イベントを通して人とのつながりや、学び、奉仕活動
など挑戦できます。私たちは、自分を成長させてくれ
るローターアクトクラブで一緒に活動してくれるメ
ンバーを是非募集しております！

《ニコニコボックス》
松田信哉

親睦活動委員長

佐世保ＲＣ 中村徳裕君
本日は、先輩方の前でお話させていただく機会をいた
だきありがとうございます。何卒、よろしくお願い致
します。
佐世保ＲＣ 平尾幸一君
佐世保ＲＣの平尾です。今年、2 回目のメークアップ
で、中村徳裕さんの卓話の応援に参りました。

プログラム委員長 牧野博一君
お忙しいところ、卓話をお願いし恐縮ですが、元気の
でるお話を期待しております。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 藤井良介君
宮﨑有恒君
森
豊 君
蒲池芳明君 小川一貴君 松尾重巳君 松田信哉君
村瀨高広君 八木順平君
佐世保の広報活動に携われている中村様のゲスト卓
話楽しみに拝聴させて頂きます。

佐世保南ＲＣ 古賀良一君
久しぶりにメークアップです。峯会長、渡会幹事、健
康に留意されてのご活躍お祈りしております。
佐世保東ＲＣ 川中裕二 君
本日は佐世保東ローターアクトクラブのＰＲ活動に
同行して参りました。宜しくお願いします。
佐世保西ＲＣ 江口圭介君
佐世保北ロータリークラブの皆様、今晩は。久しぶり
に訪問させて貰いました。前年度は、藤井パスト会長、
宮﨑幹事には色々お世話になり有り難うございまし
た。これからもよろしくお願い致します。
佐世保東ＲＡＣ 松尾純一郎君
今日は、貴重な時間を頂きありがとうございました。
今後も 2740 地区ローターアクトクラブを宜しくお願
い致します。
会員増強等でお力添えを宜しくお願い申
し上げます。
峯徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
佐世保ロータリークラブ中村徳裕様のご来訪を心よ
り歓迎申しあげます。
本日の卓話、楽しみに拝聴させていただきます。
永田武義君
中村徳裕さんようこそ栄えある佐世保北ロータリー
クラブへいらっしゃいました。
今晩はどんなお話をされるのでしょうか。楽しみに拝
聴します。
二ノ宮 健君
本日のゲスト卓話者、中村徳裕様のお話、楽しく拝聴
させて頂きます。9 日の地区の職業奉仕セミナーにご
参加の小西会員、船津会員、中川会員ご苦労様でした。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

松永祐司

27,000 円

船津 学

松田亜由美

累計 371,000 円
（記事担当

船津

学 ）

