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Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 忘年クリスマス会（短縮例会）       次回例会 第 3回クラブ協議会（半期報告） 松田信哉幹事 

《ゲスト卓話》 

積水ハウスのＣＳＶ（共有価値の創造）に向けた 

取り組み 

積水ハウス株式会社 長崎支店 

白川敬大 氏 

 
 

積水ハウスグループの企業理念は「人間愛」。ステー

クホルダーの皆様の幸せを願い持続可能な社会を実

現する為に「環境」「経済」「社会」「住まい手」の 

4 つの価値を創造し共有していくことに努めていま

す。今、私たちの周囲には、エネルギー問題、少子高

齢化問題など、さまざまな社会問題が山積しています。 

「住」をベースにした成長戦略を展開する積水ハウス

グループだからこそ、住まいを通じて社会課題を解決

し新たな価値を創造していきます。それが私たちのＣ

ＳＶ（共有価値の創造）です。 

積水ハウスグループは、1960 年の創業以来、住まい

に特化した事業を展開し住宅業界をリードしてきま

した。戸建住宅を出発点に賃貸住宅、分譲住宅、マン

ション、リフォーム、不動産、都市再開発、国際事業

など、事業領域を拡大しています。 今後も「SLOW & 

SMART」のブランドビジョンのもと、各事業の技術・

ノウハウ・実績を生かして、社会と暮らしに新たな価

値を提供し続けます。 

本日は限られた時間の中ですが、そんな現在の当社の

取り組みについてご紹介いたします。 

 

積水ハウス（株） 長崎支店  佐世保シャーメゾン課 

白川敬大（しらかわ けいた）氏 

ブロフイール 

長崎県壱岐市出身 昭和 48 年 6 月 24 日生（45 歳）  

柳川高校（野球部：平成 3年甲子園ベスト 8進出） 

…スタンドで応援していました。 

福岡工業大学卒（野球部：平成 6年 神宮大会出場）  

平成 8年 4月積水ハウス（株）佐世保営業所入社（佐

世保地区戸建住宅営業） 

平成 18 年 8 月長崎支店へ移動（長崎、諌早地区戸建

住宅営業） 

平成 26 年 12 月戸建て→シャーメゾン営業へ  

平成 29 年 8 月佐世保センターへ移動（佐世保地区シ

ャーメゾン営業）現在に至ります。 

長崎県内で営業 23 年目、ゴルフ、魚釣り、不動産、

が趣味です！  

若輩で恐縮ですが何卒よろしくお願い致します。 

 

《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

「一陽来復」 
一年で一番昼間の時間が短い冬至の日を境に、日が一

日一日長くなっていくことを、中国の易学の言葉で

「一陽来復」と言います。 
「陰極まって一陽を生ずる」「よくないことの続いた

後には良いことがめぐって来る」という意味になるそ

うです。 
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【本  日】会員数 44 名  出席 27 名 欠     席 2 名   出席規定免除会員（15）  出席 10 名     出 席 率 94.87％ 

【前々回】会員数 44 名  出席  19 名 メークアップ 11 名   出席規定免除会員（14）  出席 10 名    修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2018～2019 年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 



東京新宿区の早稲田大学の近くに穴八幡宮という

神社では、冬至から節分の間この一陽来復のお守りが

売られています。このお守りには金柑の実と銀杏の実

が入っています。このお守りを冬至、大晦日、節分の

いずれかの深夜 0時にその年の恵方に向けて高いと

ころにお祀りすると金繰り(金銀融通)が良くなると

いわれていて、商売繁盛、金運上昇のお守りとして人

気があるそうです。 

このことを知り、数年前東京の友人に頼んで購入し

ました。約束通り節分の深夜に祀りました。すると

20 万円くらい宝くじが当たり、お守りの効能もまん

ざらでもないなあと思いました。東京に行くことも無

いのでもう一年このお守りにおすがりしようと祀り

ましたがその後は、ぱっとしませんでした。 

お守りの有効期限は一年限りだそうです。 

友人に頼んで 20 万円だから、人頼みにせず直接買え

れば大金をゲットできるかもと考えました。叶いまし

たら、家は 3回建て替えて初めて自分の思い通りの家

になるそうです。我が家は１回目ですので、本日卓話

をいただきますセキスイハウス白川様に 2回目の建

て替えはお願いしたいと思います。 

 

《幹事報告》 

                松田信哉 幹事

1.例会変更  

佐世保西ＲＣ  

12 月 25 日（火）12：30→12 月 20 日（木） 

19：00～レストラン究林登（家族忘年会） 

       

2.来 信  

 ◆国際ロータリー 

  ザ・ロータリアン 12 月号 

 

 ◆国際ロータリー日本事務局 

  12 月ロータリーレート 1ドル＝112 円 

 

 ◆ロータリーの友 

  ロータリーの友 12 月号 

 

 ◆ガバナー事務所  

 ①訃報 福田金治ガバナー夫人 

福田尚子様 ご逝去（享年 63 歳） 

②2018-19 年度 インターアクト後期指導者研会 

（クラブ宛て・地区委員宛て） 

  日時：1月 26 日（土） 

受付：12：30～ 

開会：13：00～ 

   場所：長崎国際大学 1 号館 大講義室 

 ③地区公共イメージ第 10 号 

  My Rotary アカウント登録並びにクラブセントラ 

ル目標入力の為のグループ別実践セミナー計画 

開催中止の為、実践セミナー公開予定でしたセミ 

ナー内容をビデオ化し各クラブ配布。 

資料は、https://yahoo.jp/box/eyl_UM よりダウ 

ンロードし例会、セミナー等でご使用下さい。 
 ④ガバナー月信 12 月号 

 

◆ガバナーエレクト事務所  

 ①2019～20 年度 地区主要行事日程のご案内 

・地区チーム研修セミナー 

日時：2019 年 2 月 17 日（日） 

場所：L＆Lホテルセンリュウ 

・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ） 

及び次期幹事セミナー  

日時：2019 年 3 月 17 日（日） 

場所：L＆Lホテルセンリュウ 

・地区研修・協議会      

日時：2019 年 5 月 19 日（日） 

場所：諫早文化会館 

・地区大会          

日時：2019 年 11 月 8 日（金） 

RI 会長代理晩餐会 

   9 日（土）本会議 於：諫早文化会館 

   10 日（日）懇親ゴルフ大会 

 ②アンケート集計について               

 

3.伝達事項 

 ①本日、例会終了後 第 2回臨時理事会を例会 

にて開催致しますので宜しくお願い致します。 

 ②12/10（月）次回例会はハウステンボス ホテルヨ 

ーロッパ レンブラントホールにて忘年クリスマ 

ス会（短縮例会）を開催いたします。 

 ③委員会活動報告（半期）の締切りが 10 日（月） 

までとなっておりますので 各委員長の方は 10 

日（月）までに事務局へ提出をお願い致します。 

 

《委員会報告》   

 

親睦活動委員会 松尾重巳委員長 

来週 12 月 10 日に開催されるクリスマス会において、

バスをご利用される方は、ご案内しておりました時刻

に乗車をお願いします。バスは 2系統あります。大野

発 17：05 佐世保駅Ｓプラザ発 16：50 となっており

ます。 

 

ロータリー情報委員会 渡会祐二委員長 

本日 18：30 より、しゃぶせんにてロータリー情報委

員会を開催致しますので、委員の皆様にはどうぞよろ

しくお願い致します。 

 

 

 



本日の合計 30,000 円    累計 667,000 円 

IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 松田亜由美） 

公共イメージ・雑誌文献委員会 蒲池芳明 委員 

ロータリーの友 12 月号の紹介 

①横組み 

P7～15 知的好奇心に火を付ける 

「なぜ?」「どうして？」の好奇心に日々満ち溢れて

いる子供たちその疑問に耳を傾け興味を広げて学習

意欲を向上させようと技術立国ニッポンの将来を見

据えたロータリークラブ活動が紹介されています。 

理科に興味を持ってもらえないと市教育委員会と連

携し活動されているクラブ、参加した子供たちの中に

は理科の楽しさを学び、技術面で興味がでて理系大学

への進学を目指す学生が出た事 

②国際的感性を育てたいと地区補助金を活用してス

ペースロボットコンテストを行ったクラブ 

③良い人材とはスキルだけでなくマナーある人、マナ

ーのある人は相手の信頼を得ることができるものと

して科学を通じた人間教育をしているクラブ 

④他にもものづくり教室の楽しさを伝えたいとして

ものづくり教室地域の科学イベント参加が出前教室

など紹介されています 

P16～19 

12 月は疾病予防と治療月間。「健康であること」は

誰にとっても大切です。 

ところが、基本医療を受けられない人は、世界で約 4

億人と言われています。ロータリーでは、疾病とその

原因、影響を減らすため、世界各地で活動や研修を行

っています。ほほ笑みを糧にロータリーが結ぶ人、ロ

ータリーの支援で先進国の技術を習得し自分たちの

手で自分たちの国の子どもたちの命とほほ笑みを取

り戻すことを行っている記事が記載されている国と

してチュニジアとモンゴルの紹介が載っています。ブ

ラジル医療支援と広がるロータリーの輪として、ロー

タリークラブと地元大学が連携して高度医療の普及

と環境改善に取り組み将来への展望を見据えた活発

な奉仕活動を行っている記事が記載されています。 

縦組み P4～8 

新しい人生と寿命を延ばす方法 

2015 年のデータでは、現在の日本人平均寿命は男性

80.79 歳、女性 87.05 歳で、今後も伸びていく事が予

想されます。2017 年には、日本の国政においても「人

生 100 年時代構想会議」も開かれ、議論も広がってい

ます。そこでこの現象は今でも不明でしたが、近年の

研究の結果「お世話」をしていることがその要因では

ないか、とされています。人間だけが、社会性を持っ

ています。祖母という立場から世話をするという行為

が、女性の寿命の延伸に関与しているらしいです。「お

世話」している女性は更年期障害も軽く寿命も長いそ

うです。一方、男性ですが、とても残念ながら、現代

一般的な 50 歳以上の男性には日常の中に役割がない

という理由があるようです。ぜひ一読ください。 

《今月の結婚祝い》 

Ｓ.55.12. 6 相良一三 ・ 由貴子 夫妻  
Ｈ. 9.12.26 松永祐司 ・ 美幸 夫妻 

 
《今月の誕生祝い》 

Ｓ.28.12. 1 蒲池芳明君  

Ｓ.47.12.25 八木順平君  

Ｓ.42.12.20 鐘ヶ江和重君 

 

 

《ニコニコボックス》 

中川信次 親睦活動委員 

森 豊会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 
今年の例会も今日を含めて残り 3回となりました。来

週の例会は忘年クリスマス会ですので、大いに楽しみ

ましょう。今日の卓話は、積水ハウスの白川課長様で

す。 新の住宅事情をお聞き出来ればと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 
 
村上寅雄君 
本日は、積水ハウス白川様の卓話拝聴させて頂きます。 

今から寒くなりますので風邪をひかないよう気をつ 

けてください。 

早いけれども、みなさま良い年をお迎え下さい。 

 
プログラム委員会 牧野博一委員長 
本日のゲスト卓話者、白川敬大様とは 20 年来のお付

き合いです。大変お世話になっております。北クラブ

には積水ハウスのオーナーが 6 名程おりますので宜

しくお願いします。本日の卓話楽しみに拝聴致します。 
 
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 藤井良介君 

緒方信行君 古賀新二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

蒲池芳明君 渡会祐二君 茶村亜子君 松永祐司君 

小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 

船津 学君 小西研一君 中川信次君 井上隆三君  

鐘ヶ江和重君 二ノ宮 健君 

本日は、積水ハウス㈱白川敬大様をお迎えして、「積

水ハウスのＣＳＶ共有価値の創造に向けた取り組み」

と題して卓話を頂きます。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致します。 


