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【本 日】会員数 43 名 出席

26 名

【前々回】会員数 43 名 出席 27 名

欠

席5名

出席規定免除会員（12） 出席 7 名 ビジター1 名 出 席 率 84.84％

メークアップ 3 名 出席規定免除会員（12） 出席 6 名

《ゲスト卓話 》
「POSITIVE CHANGE
一般社団法人佐世保青年会議所
第６５代理事長として」
一般社団法人佐世保青年会議所
第６５代理事長 内海 梨恵子
本年は一般社団法人佐世保青年会議所にとって創立
６５周年という節目を迎えます。
先輩方が活発な活動
をしてきてくださったおかげで、九州、日本でも指折
りの元気な青年会議所として、
当団体は他地域からも
認知されております。ありがとうございます。本年、
佐世保青年会議所では
「ＰＯＳＩＴＩＶＥ ＣＨＡＮ
ＧＥ」というスローガンのもと、失敗を恐れず、前を
向き、自ら輝くことで周囲を照らし、気力に溢れ、周
囲への優しさを併せ持つ人間性豊かなリーダーを育
成しています。
ここで少しだけ私の活動の原動力についてお伝え
させていただきます。
私がＪＣに入会を決めた理由と、
６５代理事長をお受けすることを決意した理由は実
は同じで「人間性豊かなリーダーになる」ためです。
大学卒業後２００３年に（株）ヒューマングループに
入社しました。期待に胸弾ませ、入社したものの、空
回りの連続。どのようにしたら、スタッフに、周囲に
認めてもらうことができる経営者になれるのか、
と悩
んでいたときに「青年会議所」の存在を思い出しまし
た。入会の際に、父に言われたことは、
「狭い世界に
満足せずに同世代の素晴らしい人たちとの出会いを
通して、謙虚に自分を磨きなさい。
」ということでし
た。その言葉を真に受けて、全国、世界中に友人を作
ることができ、自分自身を何度も見つめなおし、悩み
本日の例会

第 3 回クラブフォーラム

国際奉仕委員会

修正出席率 97.30％

ながらも、自分なりのフォロアーシップ、リーダーシ
ップの発揮の仕方を実践して今があります。
本年は６月に県内の青年会議所が集うブロック大
会が佐世保の地で行われます。
そして二度の雨に見舞
われたアメリカンフェスティバルも８月に時期を変
え開催します。
１０月には６５周年記念事業も行いま
す。佐世保青年会議所のメンバー一丸となって「来た
い、住みたい、日本一ＳＡＳＥＢＯ」の実現を目指し
て盛り上げてまいりますので皆様のご協力何卒よろ
しくお願い致します。

内海 梨恵子 （うちうみ りえこ）
１９７９年５月１０日生まれ
一般社団法人佐世保青年会議所第６５代理事長
株式会社 ヒューマングループ 専務取締役
次回例会

3RC 合同例会

前田和隆ガバナー補佐

佐世保生まれ、佐世保育ち。大学時代は経営学部で経
営について学びながら、
ベンチャー企業などでのイン
ターンシップなどを経験し、
２００３年大学卒業後す
ぐに、父が経営する（株）ヒューマングループ に入
社。入社後は大学で学んだ、マーケティング、システ
ム管理、などを活かして、自動車学校、観光事業部、
企画、人事などを経験して、２０１７年より専務取締
役を務める。
２００６年２６歳で佐世保青年会議所に入会。
現在在籍１３年目。
県外への出向などもしながら。同世代の仲間たちと
様々な経験を積み、
本年１月１日より佐世保青年会議
所 理事長に就任（任期１年）

去一度もないという事実があります。強いて申せば、
副理事長経験者なら２名おられます。故松尾辰二郎会
員と現湯口副会長であります。
そういうことで、「友情」
「奉仕」「修練」の三信条
のもと「明るい豊かな社会」の実現を目指す２０歳～
４０歳までの志の高い青年経済人のお話を後程拝聴
させて頂きます。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
◆ハウステンボス佐世保 RC
３月２７日（火）12：30～→３月２９日（木）
18：30～香門（東彼杵町）
（夫人同伴観桜会のため）
2.来信
◆国際ロータリー日本事務局
３月 ロータリーレート １ドル＝108 円
◆ガバナーエレクト事務所
① クラブ協議会・公式訪問について
② 福田金治ガバナーエレクト（米国カリフォルニ
ア州サンディエゴより）2018～2019 年度のテ
ーマお知らせ『インスピレーションになろう』
③ 「クラブ定款」
「クラブ細則」送付のお願い

《会長挨拶》
峯 徳秀 会長
逃げる月の如月２月の最終例会を迎えました。
先週の例会挨拶でもお話をさせて頂きましたが、
ピ
ョンチャンオリンピックもメダル獲得１３個で昨日
無事に終了致しました。
今回の大会は女性の活躍が非常に目立った見応え
のある大会であったと感じています。
さて、女性の活躍と言えば、本日のゲスト卓話を頂
きます内海梨恵子様は、
佐世保青年会議所初の女性理事長として佐世保ＪＣ
６５代目の陣頭指揮を先月１月より取られています。
昨年度、
当クラブにおいて佐世保市内４クラブの重
鎮・論客ロータリアンの方に例会卓話を頂きましたが、
お父様に当られます HTB 佐世保 RC 内海和憲様に、偶
然にも粗１年前の２月２０日の日に卓話を頂いてお
ります。
当クラブにおいてもＪＣ理事長様には卓話を時々
頂いておりますが、
前回は６年前に第５９代理事長の
小濱和明様でそれ以来のゲスト卓話を頂戴します。
我北クラブにも佐世保青年会議所ＯＢが多数在籍
しておりますが、
残念なことに歴代の佐世保ＪＣ理事
長経験者が当クラブの会員として存在したことは過

◆佐世保東 RC
3RC 合同例会出席者人数確認のお願い
◆佐世保中央 RC
第 5・第 6 グループ合同会長・幹事会 議事録
◆佐世保東南 RC
第７回市内 RC 会長・幹事会のご案内
日時：平成 30 年３月 20 日（火）18：30～
場所：ホテルオークラ JR ハウステンボス
「飛鳥の間」
◆海上自衛隊佐世保地方総監部
観桜会のご案内
日時：平成 30 年 3 月 30 日（金）17：00～18：45
場所：海上自衛隊 平瀬体育館
3.伝達事項
① 2017～2018 年度 第７回理事会議事録をセル
フ BOX に入れております。
② 3/5（月）次回例会は第 3 回クラブフォーラム
「国際奉仕について」です。

《来訪ロータリアン》
◆佐世保 RC 川添秀則君

プログラム委員長 牧野博一君
内海梨恵子理事長におかれましては、公私共にお忙し
い中、当クラブにお越しいただき、誠にありがとうご
ざいます。本日の卓話楽しみに拝聴致します。
船津 学君
昨日は、北斗会参加の皆様お疲れ様でした。あいにく
の天気でしたが、同伴者に恵まれて優勝する事ができ
ました。同伴者の湯口さん、中川さん、有り難うござ
いました。ちなみにスコアは、アウト 40、イン 44 で
84 でした。うれしかったです。

《委員会報告》
◆職業奉仕委員会
宮原明夫委員長
職業奉仕委員会開催のお知らせ
2 月 26 日（月）例会修了後 13：30～
於ラウンジあきこ（佐世保北 RC 事務局）
◆森豊次年度会長
米山奨学生カウンセラー募集のお知らせ
４月から米山奨学生のカウンセラーを佐世保北 RC
からとお願いがありました。
我こそはという方がい
らっしゃいましたら、私までお知らせください。
◆北斗会
緒方信行幹事
２月 25 日開催されました第 4 回北斗会結果報告
優勝 船津 学君

桟 護 OB 会員
昨日は北斗会へのご案内ありがとうございました。
成
績は振るいませんでしたが、馬券を一人的中させて、
総取りしました。また、参加したいと思いますのでど
うぞ宜しくお願いします。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 藤井良介君
緒方信行君 古賀新二君 宮原明夫君 森
豊君
蒲池芳明君 小川一貴君 松永祐司君 近藤竜一君
松尾重巳君 公門新治君 八木順平君 小西研一君
中川信次君 中野 雄一郎君 二ノ宮 健君
本日は、一般社団法人佐世保青年会議所第 65 代理事
長 内海 梨恵子様におかれましては、
ご多忙の中ゲ
スト卓話へのご来訪、誠にありがとうございます。本
日は会員一同楽しみに拝聴させて頂きます。
どうぞよ
ろしくお願い致します。

《ニコニコボックス》
中川信次

親睦活動委員

佐世保 RC 川添秀則君
佐世保 RC の川添です。メーキャップで伺いました。
宜しくお願い致します。
峯 徳秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事
本日は、一般社団法人佐世保青年会議所第 65 代理事
長 内海 梨恵子様のご来訪を心から歓迎致します。
お忙しい中まことに有り難うございます。
佐世保青年会議所としては、
内海様が初めての女性理
事長とお聞きしております。
どのようなお話をいただ
けるのか、会員一同、楽しみに拝聴させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。

IT 会報委員会 委員長 /公門新治

本日の合計
29,000 円
年円 船津 学 松田亜由美
委員 / 中島閏二 松永祐司

本 日 の

累計 124,

累計
（記事担当

1,082,000 円
公門新治 ）

