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Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 観月例会（新入会員歓迎会）                   次回例会 新入会員卓話 

《新入会員卓話》 

 

私の職業について 

早田貴志 会員 

 

佐世保北

ロータリー

クラブの皆

様こんにち

は、令和元

年 11 月入

会の早田貴

志でござい

ます。 

新型コロナウイルスの影響で、新入会員卓話が大幅

に遅れ皆様の前でお話するのが遅くなってしまいま

した。 

佐世保北ロータリークラブに入会して間もなく 1

年が経とうとしております。先輩方より日頃から仲良

くさせて頂いているおかげで佐世保北ロータリーク

ラブの活動も楽しく参加させていただいております。 

早速ですが、わたしの職業についてお話させていただ

きます。 

わたしは主たる事業として塗装工事業を営んでお

ります。社会インフラにまつわる塗装工事です。 

橋梁・ダム・ガスタンク・水タンク・防波堤等の鋼

構造物の重防食塗装を行っております。この工種は一

般の塗装工事と違い大幅に難易度があがるため確か

な技術が必要となります。また、高所での作業もある

ため危険も伴います。 

皆様が安心して暮らしていけるために必要な構造

物を劣化から守り外観をよくする塗装工事を行って

おります。 

また、工場・マンション・住宅などの建築塗装工事、

屋上防水・プール防水などの防水工事も行っておりま

す。 

先日は、山二塗料産業の松永社長よりお仕事のご依

頼をいただき、大塔にあります日野自動車工場の全面

改修塗装工事を行っております。 

奉仕の精神を胸に皆様に職業を通じてわたしが出

来ることをこれからも頑張っていこうとも思います。 

北ロータリークラブの諸先輩方これからよろしくお

願いいたします。 

 

私の職業について 

戸畑教幸 会員 

まずは自己

紹介をさせて

いただきます。 

生まれは昭和

47 年 6 月 22

日で現在 48

歳です。これ

までの経歴で

すが、山澄中

学校、青雲高等学校、早稲田大学を卒業。地元に戻り、

当時開業から 3 年程を経過していたハウステンボス

株式会社に入社しました。15 年ほどハウステンボス

のシステム部門で勤務した後、家業であるイセグルー 

プに転職いたしました。 

 そのイセグループの歴史ですが、叔父が経営者とし

て開店したクラブ伊勢から始まります。数年が経過し

私の母が経営を引き継ぎました。昭和の終わりにはス

ナックという形態としてクレールイセ（当時はスナッ

ク伊勢）を開店し、2 店舗となります。この 2店舗で
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運営していた中、景気や状況の変化によりクラブとい

う形態が下火になり、他のクラブ店舗もどんどん閉店

となっていきました。そこで当グループもクラブ伊勢

を閉店し、新たに別の場所でラウンジ伊勢を開店しま

した。この 2 店舗で 15 年程続けていた中で私がサラ

リーマンを辞めイセグループに入ります。その後、当

時私の従妹が経営していたギャラウェイを引き継ぐ 

こととなり、現在の 3店舗となりました。 

 店舗についてですが、ラウンジ伊勢は全体で 50 人

以上が収容できる大きな店舗ですので、忘新年会や歓

送迎会、各種 2 次会など、大きな団体にも対応できま

す。クレールイセは若いスタッフが多く、元気で明る

い雰囲気となっています。ギャラウェイは幅広い年齢

の方にご利用いただける落ち着いた店舗となってり、 

20 名程を収容できる個室も備えております。 

北ローターでも KKC でご利用いただいております。 

現在の課題としては、やはりサービスの根底となるス

タッフの確保です。夜の店舗はスタッフの入れ替わり

も多いため、常に良い人材がいないかアンテナを張る

と共に、良い人材にいかに長く働いてもらえるかを考 

えています。 

課題も多く、景気もまだまだですが、改めて北ロー

タリーで学びながら頑張ってまいりますので、今後と

もよろしくお願いいたします 

 

私の職業について 

野口 好太郎 会員 

 

「掃除」につ

いてのお話で

す。 
 整理・整頓

され、掃除が

行き届いた会

社は、入った

その瞬間から

気持ちがよいものですし、そこで働く従業員のみなさ

んも気分よく毎日働けるはずですよね。 
 私が関わらせて頂いている企業さんの中には、その

掃除を“毎日従業員さんみんなで行う”所があります。

そう、この“社員さん自らがみんなで行う”というの

がもっと重要なのだと思います。 
確かに掃除のプロに外注などすれば効率的かもしれ

ませんし、よりきれいになるかもしれません。が、外

注によっては得ることのできない貴重なものが得ら

れると思うのです。 
掃除をしながら普段の仕事の中ではできないコミ

ュニケーションを色々な人とする。掃除を通して何か

と仕事への“気づき”が生まれる。言葉では教わるこ

とのできない仕事への心がまえが自然と身につく。自

分の手できれいにすることによって職場への愛着を

得られる。 
今の日本の社会にとって欠けているものの一つでは

ないでしょうか。かの松下幸之助氏はこのように言っ

たそうです。 
「自分の身の回りをきれいにできない者が、なぜ社会

をきれいにできるのか」。 
（実際に松下政経塾では、「掃除は自らの手で行う」

ということを徹底していたそうです。） 
私もサラリーマンの頃、かつての上司から「仕事は机

や書類の整理から」と言われました。これは本当で、

書類や机上の整理・整頓ができていないと頭の中も整

理できませんし、効率的な仕事はできないように思い

ます。 
 仕事柄、実際に色々な会社さんを訪問しますが、清

掃がきちんと行き届いている会社は利益率も高い傾

向にあるように思います。 
これは、「掃除をしたら利益が上がる」というような

単純な話ではなく、「清掃が行き届いていない会社で

は社員の行動や心理などに悪影響を及ぼし、見えない

無駄が色々な所で生じて、それらが蓄積することによ

って結果的に利益をも圧迫してしまっている。」とい

うことなのだと思います。 
“自分の所の掃除すら満足にできない会社は、利益の

土俵にすら上がれない”ということではないでしょう

か。 
「掃除」という行為には、すべてに通用する仕事の本

質があるような気がします。すべてのものづくりや販

売の土台となるものであり、単に職場の環境だけでな

く“社員の心も磨いていくもの”ではないでしょうか。 
重要でありながらも軽視されがちでもある「掃除」と

いう行為。目には見えない所で、実は会社の業績をも

左右している根幹をなす行為なのかもしれません。 
みなさんも「掃除なんて・・」とバカにせず、今一度

見直してみてはいかがでしょうか？ 
 

 

《会長挨拶》            

近藤竜一 会長 

 

10 月は、

米山月間と

なっており

ます。 

ロータリー

クラブでは、

世界で問題

を解決する

為に、6 つの重点項目をもうけております。 

・平和の推進 ・疾病との闘い ・水と衛生 

・母子の健康 ・教育の支援  ・地元経済の成長 

そのほかに、ロータリー活動の根幹となる重点項目



があります。 

・会員増強 ・米山月間 ・ロータリー財団 

・職業奉仕 ・青少年奉仕 ・親睦活動 

上記項目は、現況報告書中、プログラムのページに

載っておりますのでご確認ください。 

 

10 月は、米山月間となっております。 

米山記念奨学会 

目的： 

日本で学ぶ、外国人留学生を支援して、将来日本と世

界とを結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍し、ロ

ータリー運動の良き理解者となる人材を育成する事。 

 

具体的に何をするか： 

①米山記念奨学会に寄付をする。 

 今年も 9 名の方にご寄付を頂く予定になっており 

 ます。寄付予定の皆様、本当にありがとうござい 

 ます。感謝申し上げます。 

②留学生のお世話をする。 

 寄付したお金が留学生の為に使われます。 

 現在北クラブは、レイ・シュンハイ君をお世話して

おりますが、毎月奨学金を 3 年間のお世話になりま

すが、毎月奨学金をお渡しし、松田会員がカウンセ

ラーとしていろいろな相談にのり、2740 地区の行

事にも参加します。 

 物心両面でお世話をすることで、安心して勉学に集

中することができます。 

 今日は、新入会員の卓話です。楽しみにしておりま

す。皆様よろしくお願いいたします。 
 
 

《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１．例会変更 

 

・有田ＲＣ 

10 月 13 日（木）12：30→18：00～ 

有田ポーセリンパーク 

（太良ＲＣとの合同観月例会のため） 

 

２．来 信 

 

・国際ロータリー 

 ザ・ロータリアン 10 月号 

 

・公財）米山梅吉記念館 

 館報 2020 秋号 Vol.36 

 

・ロータリーの友事務所 

新型コロナウイルス感染症に関する友事務所 

対応の件（8報） 

・国際ロータリー日本事務局 

 10 月ロータリーレート 1 ドル＝105 円 

 

・ガバナー事務所 

 ①ガバナー月信 10 月号 

 ②ロータリー財団セミナー開催延期のお知らせ 

  2020 年 11 月 8 日開催予定を延期 

 

・佐賀南ＲＣ 

 例会場変更のお知らせ 

 変更前）例会場：グランデはがくれ 

      住 所：佐賀市天神 2丁目 1 番 36 号 

       電 話：0952-25-2212       

  変更後）例会場：ホテルマリターレ創世 

      住 所：佐賀市神野東 2 丁目 5-15 

     電 話：0952-33-5511 

 

・佐賀北ＲＣ 

 例会場変更のお知らせ 

（2020 年 10 月～2021 年 2 月） 

 会 場：四季彩ホテル 千代田館 

（佐賀市高木瀬町東高木 216-1 

TEL：0952-32-5115） 

    

・長崎県民センター長 

 令和 2 年度「ながさき県政出前講座」テーマの決

定及びホームページ掲載について  

 アルカス SASEBO 情報誌「コンパス 2020 年秋号」 

 

・ＮＰＯ法人葵会  

 第 6 回 SASEBO ピンクリボン祭り開催についてのお

願い     

 

３．伝達事項 

10/12（月）次回例会はグランドファーストイン佐

世保にて 18：30 より観月例会のため 短縮例会と

なります。 会場のお間違いのないようお願い致し

ます。 

 

 

《新会員紹介》 

氏  名：中村祐二 

（ナカムラ ユウジ） 

入 会 日：2020 年 10 月 5 日 

生年月日：1959 年 1 月 2 日 

職業分類：浄化槽保守点検業 

勤 務 先：㈱Ｅ・ファシリティーズ 

役  職：代表取締役 

勤務先住所 〒857－1164 

佐世保市白岳町 50-21 

 



本日の合計  34,000 円    累計 207,000 円 

IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 中島閏二） 

《委員会報告》 

 

公門新治 親睦活動委員長 

本日例会終了後に事務局に於きまして、親睦活動委員

会を開催します。委員の皆様よろしくお願いします。 

 

 

《ＲＩニュース》 

 

国際キワニス、ライオンズクラブ国際協会、 

国際オプチミスト、国際ロータリーの合同声明 

世界のほぼすべての地域社会に深く根ざしながら、

国際キワニス、ライオンズクラブ国際協会、国際オプ

チミスト、国際ロータリーの奉仕クラブは、新型コロ

ナウイルス（COVID-19）による影響に対応し、これを

乗り越えるために、互いや市民とのつながりを維持す

べく安全な方法で懸命に活動しています。私たちは、

合わせて 320 万人に上る会員ネットワークの強みを

生かし、孤独や恐れを感じている人びとに癒しと希望

を与えています。また、私たちがもつスキル、リソー

ス、アイデアを結集して、命を救うために前線で闘う  

保健従事者や第一対応者たちを支援しています。  

先行きが見えない中で、各地域の奉仕クラブは、世

界中の地域社会の回復と繁栄のために、共に行動を起

こし、かつてないほどの団結を図る革新的な方法を見

出すことに引き続き全力を注いでいます。 

 

ロータリー初の女性会長ノミニーに 

ジェニファー E. ジョーンズ氏 

2022‐23 年度国際ロータリー会長として、ウィン

ザー・ローズランド・ロータリークラブ（カナダ、オ

ンタリオ州）会員のジェニファー E. ジョーンズ氏が

指名されました。115 年に及ぶロータリーの歴史で初

の女性会長となります。  

ほかの対抗候補者が出ない限り、ジョーンズ氏は

10 月 1 日に正式に会長ノミニーとなります。  

ロータリーの行動計画は、ロータリーによるインパク

トを高めるための推進剤であるとジョーン氏は話し

ます。 

（詳しくは My Rotary をご覧ください） 

 

 

《ニコニコボックス》  

村上英毅 親睦活動委員 

 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

本日は新入会員卓話です。戸畑会員、早田会員、野口

会員よろしくお願いします。コロナ禍で大変長い間、

お待たせしました。 

楽しみに拝聴させて戴きます。 

平石晃一君 

お久しぶりです。何とか元気を取り戻しつつあります。 

皆様にご心配をおかけし、心づかい頂きありがとうご

ざいます。皆様も今の流れに負けないように、頑張っ

て行きましょう。 

 

藤井良介君 

新入会員卓話、ご苦労様です。謹んで拝聴します。 

誕生日祝い、ありがとうございます。10 月 8 日で 73

才になります。元気が一番でやっています。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

緒方信行君 

本日入会の中村祐二君の入会を心より歓迎申し上げ

ます。会員の皆様よろしくお願い致します。 

本日、新入会員の野口君、早田君、戸畑君の卓話を楽

しみにしております。 

 

二ノ宮 健君 

中村祐二様、入会ありがとうございます。 

長崎県環境リサイクル協同組合で永年お世話になっ

ています。今年度の会員増強目標、3 名達成です。 

新入会員卓話の野口会員、早田会員、戸畑会員、楽し

みに聞かせて頂きます。 

 

茶村亜子君 

昨日は、結婚記念日に皆様より素敵な花束をいただき、

感激しております。また 1 年、夫婦仲良くすごしてい

きたいと思います。ありがとうございました。 

 

中村祐二君 

本日よりお世話になります。 

紹介会員は緒方信行会員です。皆様よろしくお願いし

ます。 

 

永田武義君 富田耕司君 古賀新二君 宮原明夫君 

蒲池芳明君 渡会祐二君 村瀨高広君 松永祐司君 

小川 寛君 公門新治君 船津 学君 小西研一君 

井上隆三君 渥美大介君 村上英毅君 戸畑教幸君 

早田貴志君 田中博徳君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君 

本日は中村会員の入会式です。ようこそ佐世保 RC へ！ 

会員一同、心より歓迎します。 

ロータリーを楽しんでください。 

本日の卓話は、新入会員卓話です。戸畑会員、野口会

員、早田会員、よろしくお願いします。楽しみに拝聴

させて頂きます。 

 


