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【本 日】会員数 41 名

出席 26 名

【前々回】会員数 41 名

出席

26 名

席 2名

出席規定免除会員（13）

出席 11 名

メークアップ 3 名

欠

出席規定免除会員（12）

出席 9 名

《新入会員卓話》
渥美大介

会員

私は、昭和 50 年に山形県で生まれ、保険会社のサ
ラリーマン生活を経て各地を転勤しながら、平成 26
年に佐世保に来ました。
本日は、配布した会社案内をベースに、お話しさせ
ていただきます。
平成 7 年に中野が(有)長崎共同を設立しました。
そ
の後、
平成 26 年 10 月に長崎と諫早の保険代理店と合
併して、現在のサン・ホールディングスができました。
若手を増やしながら、試行錯誤で組織を変化させて
いまして、今年に入って、長崎の方に、法人に特化し
た法人営業部という組織を新たに作っています。
当社は、組織の拡大とともに、代理店としての種別
（グレード）を日々挙げていく努力をしております。
種別は規模・品質や組織の態勢に基づいて評価される
ものです。
平成 29 年「AA」という種別に認定されましたが、
三井住友海上の代理店としては県内初でした。現在は
本日の例会

出 席

率 94.87％

修正出席率 100.00％

次の「AAA」認定に向けて、鋭意取組中です。
当社の経営理念は「継続は力なり」です。これは会
社設立以来の経営理念であり、会議の都度、社員一同
が唱和しています。この「継続は力なり」は２つの意
味があり、お客さまに向けての「継続」と、社員に向
けての「継続」という意味合いが込められています。
経営理念の下で、当社では、
「県内全域を支店網で
カバーしながら、
自立自走の地域密着型プロビジネス
モデルを構築し、県内最大規模、最高品質のステータ
スを確立する。
」という経営ビジョンを掲げておりま
す。
経営ビジョン実現のために、
本年度から三期にわた
る中期事業計画を設定しています。
合併吸収等で規模
の拡大を図っていくことと、
代理店の種別を上げてい
くことを計画しています。損害保険以外に、生命保険
やリース業等、
損害保険業と親和性のある業務で収益
を上げることも計画しています。
先日「損保ジャパンの社員が 4000 人リストラ」と
いうニュースがありましたが、保険業界も、雇用の在
り方が変わってくるのを感じます。IT 化、AI 普及、
業務自動化という言葉がキーワードにありましたが、
雇用の在り方の変化とともに、従来の保険会社は、保
険のメーカーとしては生き残るが、販売は、我々保険
代理店に委ねる方向にいくと予測しています。
今後は、その時流に乗りながら、会社経営を進めて
いきたいと考えています。
大型化だけを目指しているわけではなく、
お客さま
に選ばれるように、
「継続は力なり」の経営理念を旗
印にして、社員一同頑張っていこうとしております。

「第一回クラブ協議会」岡田金助ガバナー補佐訪問

次回例会

千葉憲哉ガバナー公式訪問例会

《会長挨拶》

《幹事報告》
蒲池芳明 会長

皆さん、
昨日の参議院議員選挙は行かれたでしょう
か。長崎県の投票率は 1995 年の 49.78％を下回る
45.46％と過去最低と公表されました。大雨警報が出
された五島・壱岐・対馬の方々においてはそれどころ
ではなかったのではないでしょうか。
今朝の選挙関連のテレビをみておりますと、最後に
決まったのは「山東昭子さん」でした。私が 20 代の
頃の選挙では、
扇千景さんと山東昭子さんとスターの
方が出馬された時からずっと議員職を続けておられ
る事を思いますと、
改めてスターの存在でおられると
思いました。
昨日は仕事の関係で、交通機関がストップする中
「献血功績者表彰式」に出席しておりました。献血協
力者の中でも 800 回以上 2 名、700 回以上１名、5000
回以上 3 名が感謝状を受けておられまして、400ｍl
献血は 3 か月に１回、年 4 回血漿・血小板献血は 2
か月に１回年 6 回しかできないのに、この回数は不思
議に思ってみえました。
献血は「公助共助」の精神を持つものでロータリー
精神にもつながると思っております。薬を服用してい
ない 65 歳までは献血 OK なのですが、若い人の献血に
対する意識の低下「20 歳の献血」などのイベントを
行っても広がりが薄いとの話でした。少子高齢化する
社会の中で、若い方々の献血意識をもっていただくに
はどのようにするべきか話があっております。
一方、
医療現場では手術を始め輸血など血液の必要
とする場面が多くなっていることも事実です。しかし、
血液も寿命があり、長期保存する事が難しく、血液だ
けは現在も技術でも作り出せない等献血の必要性は
必至のものです。
若い人の参加の呼びかけも苦労していると説明を
受けております。65 歳以下の若い会員の方々には献
血の必要性をご理解いただき、
是非献血にご協力をお
願いしたいと思います。

村瀬高広

幹事

1.例会変更
・北松浦 RC
8 月 6 日（火）12：30→8 月 3 日（火）18：30～
夏季家族懇親会開催による
8 月 13 日（火）休会（定款第 8 条第 1 節により）
・佐世保東 RC
7 月 25 日（木）12：30～ホテルオークラ JR ハウス
テンボス 1 階「飛鳥の間」→12 階「パール」
（例会
場使用不可のため）
2.来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
①2019～20 年度 上期普通寄付金のお願い
②ハイライトよねやま vol.232
・国際ロータリー日本事務局
①配信履歴(～2019 年 6 月末)と定款細則翻訳状況
②クラブ会費請求書
・ガバナー事務所
①公式訪問時について（お願い）
②ガバナー月信「公式訪問報告」執筆依頼
③マイロータリー・クラブセントラルセミナーお礼
・大村 RC
事務局員交代について 7/3 より
新）事務局員 古市陽子（ふるいち ようこ）
・佐世保東 RC
2019～2020 年度 第 3 回市内 8RC 会長・幹事会
議事録、写真
・佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
令和元年度佐世保市心身障がい児（者）育成協議会

会員募集のお願い 1 口 100 円
（皆さんのセルフ BOX へ入れております。事務局でと
りまとめいたします。）

8 月 3 日(土) 地区インターアクト年次大会、長崎ブ
リックホールにて開催案内及び出席依頼。
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 牧野博一 委員長

3.伝達事項
①7/28（日）14：00 より東彼杵総合会館にて 2740
地区会員増強セミナーが開催されます。
村瀬幹事、船津委員長よろしくお願い致します。
②7/29（月）次回例会は岡田金助ガバナー補佐訪問
例会となっております。
各委員長は活動計画の発
表があります。
欠席の場合は必ず副委員長又は代
理の方をお願いします。
また入会 3 年未満の会員
の方は出席義務となっておりますので必ず出席
をお願いします。
7 月 3 日(水) ウォーキング＆ゲームラリー大会実行
委員会への出席報告。７月 15 日(月) 海の日、ビー
チクリーンアップへの参加報告。

《来訪ロータリアン》

佐世保南 RC 塚原康人君
奉仕プロジェクト青少年委員会

８月 16 日(金)に開催される「させぼ海洋探検隊 in
高島」開校式への出席依頼。

《委員会報告》
地区インターアクト委員会

中川信次 委員長

小川

寛 委員長

７月 20 日(土) 第１回地区委員会出席報告、場所：
諫早ホテルセンチュリー、千葉ガバナー出席。

国際奉仕委員会

緒方信行 委員長

7 月 22 日(月) 新旧国際奉仕委員会を 18:30 から銀
寿司にて開催。

７月 27 日(土) 厦門理工学院生との懇親会への出席
依頼。
公共イメージ・雑誌文献委員会

西沢

寛 委員長

佐世保南ＲＣ 塚原康人君
本日は、メイクアップでお世話になります。
蒲池会長、藤井副会長、村瀬幹事、１年間頑張って下
さい。
蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
本日は、渥美大介会員の新入会員卓話です。楽しみに
しております。頑張って下さい。
７月 12 日(金)地区マイロータリーセミナーにご参加
の皆様、ありがとうございました。
蒲池会長、鰻美味しかったです。
佐世保南ＲＣ塚原康人様、ご来訪歓迎致します。

７月 12 日（金）諫早にて蒲池会長、村瀬幹事、公門
地区委員、窪田さん、私、以上 5 名で参加して参りま
した。道中、蒲池会長より美味しいうなぎをご馳走に
なり、お腹いっぱいでセミナーに臨みました。簡単に
言うと、今年度の公共イメージ委員会における活動目
標等のマイロータリーへの入力の仕方、
意義などを教
わりました。今更ながらですが、入力即時に「ロータ
リーは世界につながる」
とは、文化はともかくとして、
文明開化なんですね。
公門地区委員の運転での帰りの
車中、皆でロータリー談義、ちょうどうなぎの脂が乗
ってきました。

《ニコニコボックス》
松尾重巳

親睦活動委員

永田武義君
佐世保南ＲＣの塚原康人様、
ようこそいらっしゃいま
した。
たまには、
北ロータリークラブの美味しい料理を食べ
に来て下さい。
心よりお待ちしています。
渥美大介君
本日は、新入会員卓話をさせていただきます。
不慣れなところもあると思いますが、
よろしくお願い
致します。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 緒方信行君
宮﨑有恒君 古賀新二君 湯口純二君 宮原明夫君
峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 三谷秀和君
松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君
松尾重巳君 公門新治君 船津 学君 八木順平君
東田賢二君 小西研一君 中川信次君 井上隆三君
茶村亜子君 二ノ宮 健君 松田亜由美君
鐘ヶ江和重君
本日の例会は新入会員卓話です。渥美大介会員に「私
の職業」と題して話していただきます。
謹んで拝聴させていただきます。
佐世保南ＲＣの塚原康人様のご来訪を歓迎致します。
事務局 窪田明子君
先日のマイロータリー・クラブセントラルセミナーで
は、大変お世話になりました。
蒲池会長、美味しい鰻をご馳走さまでした。

本日の合計
IT 会報委員会 委員長 / 田島

慎

委員 / 平石

晃一

中島 閏二

37,000 円

森 豊

中川

累計

164,000 円

信次（記事担当

田島

慎）

