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Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 第２回クラブフォーラム                    次回例会 米山記念奨学生卓話 

《新入会員卓話》 

「私の職業」 

電力自由化と九州電力 

田中博徳 会員 

 

本日は、

卓話の機会

をいただき

ありがとう

ございます。

７月から本

佐世保北Ｒ

Ｃへ加入さ

せていただき、お世話になっております。社業を含め、

皆さま方には大変お世話になり、この場をおかりしま

して改めて御礼申し上げます。 

本日は、私の生い立ち、社業の電気事業につきまし

て、少々お話し申し上げたいと存じます。 

私は、昭和 37 年生まれで、大村市の出身でござい

ます。高校卒業と同時に現在勤務しております九州電

力に入社し、県内各地を転々とし、本年 7 月に島原か

ら佐世保営業所に着任し、現在日宇に住んでおります。 

趣味はアマチュア無線で、週末には自宅にて国内、

国外を問わず世界の無線愛好家との交信を楽しんで

おります。 

社業の電気事業では、平成 28 年４月からは電力小

売りが全面自由化となり、従来全国で９社でした電力

会社は、10 月１日現在、登録ベースで 679 社となっ

ております。 

更に今年４月には電力輸送部門を九電本体から法

的分離し、公平性と透明性を確実に担保するため、九

州電力送配電株式会社を設立しました。 

電力自由化の進展により、多様なサービスが出来る

ようになった反面、消費契約トラブルが増加していま

す。契約内容やセールスメリット・デメリットを十分

に考慮されての契約をお勧めします。ご不明な点等ご

ざいましたら、是非、当社や消費生活センターにご相

談いただきたいと思います。 

九州電力でも他社に負けないように多様な料金メ

ニュー、サービスを開始しております。関東での電気

の販売、福岡地区では都市ガス販売もしています。 

今後も社会と皆様の生活の基本となるエネルギー

を支える企業として、また、佐世保北ＲＣの一員とし

て、地域社会に貢献できるよう、精進して参りたいと

存じますので、今後ともご指導宜しくお願い致します。 

ご清聴ありがとうございました。 

  

「私の職業」 

内海一洋 会員 

 

名前は内海

一洋と申しま

す。44 歳で来

月 45 歳にな

ります。 

家族は妻と大

学 1 年生の長

男、高校 2年

生の長女の 4 人家族です。 

2015 年 5 月に代表就任し、現在社長として 6 年目

を迎えております。 

会社概要ですが、現在、社員 9 名。創業は昭和 48 年

で 47 年経っております。 

私の父が起業しました。父は平成 3年に他界してお
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り、当時、私は高校１年生でした。その後、母が代表

就任し私につないでくれました。 

当店の業務は自動車販売、自動車整備、自動車保険の

3 つです。 

自動車販売は、お客様のニーズに沿ったご提案を心

がけております。 

私の目指す経営者とは、社員の幸せのために、会社

の方向性や目的を示し、働きやすい職場環境を作り、

全員で進んで行くことのできる人です。そのために一

つ一つの仕事を進めていきたいと思っております。 

座右の銘は先ほどもご紹介しましたが、私の座右の銘

は「情けは人のためならず」です。 

言うまでもなく意味は、ひとに親切にすると巡り巡

って自分に帰ってくる。この考え方が大好きです。人

から奪うのではなく。与えることにより、与えてもら

える。非常に平和的で幸せな社会をつくる考え方だと

思います。私も多くを与えることができる人間になり

たいと思っております。また、人に親切にしたり、人

のために動くときにその人の力が一番出るように思

います。自分のためだけに動いても人間の力は十分に

発揮できないと思います。 

社長としての目標はズバリ「社員の幸せ」です。こ

こを目指しています。 

社員が幸せな会社は結果としてすべてうまくいく

と思いますし、私の理想です。 

何年かかるかわかりませんが常に心の真ん中にお

いて行動したいと思います。 

具体的には働きやすい職場にするために人、物、仕

組に投資をし、生産性を高めます。結果、売上が上が

り会社の財務状況が良くなり、また投資できる。この

循環をより早く、より深くさせることで、社員の幸せ

を求めて生きたいと思います。 

 

「私の職業」 
私の自己紹介と大事であった選択 

中村祐二 会員 

 

中 村 祐 二

61 才、家族構

成は妻 60 才、

長男 34 才、長

女 31 才、次男

30 才です。 

現在は、妻と

二人暮らしで、

子供たちは、それぞれに独立しております。 

昨年 5 月、私は病気を患い１ヶ月近く入院し、それ

以来、還暦を過ぎていたことを意識しだして、様々な

ことを整理しなければとかこれまでの人生を思うよ

うになりました。 

これまで 61 年間、生きてきたなかで、大事な選択

は何だったのかを考えると、１つは 16 才、高校 2 年

生の時に交際を申し込み、その後結婚できたこと（現

在の妻です）、1 つは 24 才日本大学に入学し、加藤義

喜教授の「国際経済の研究室」に入室したこと、1 つ

は（株）小泉産業（大阪本社で家具・照明器具メーカ

ー機能と商事機能）に入社し、2 年間の厳しい大阪商

人の魂にふれ修行できたこと、1 つは昭和 61 年から

佐世保に帰郷し、環境関連産業である産業廃棄物を処

理する仕事に就いたこと（これが転機となる）。 

そして、平成 18 年 6 月（株）Ｅ・ファシリティー

ズを設立し 15 年目となっていること。 

（株）Ｅ・ファシリティーズは、浄化槽（排水処理施

設）の維持管理、浄化槽（排水処理施設）の補修、飲

料水貯水槽の清掃などを業とし、佐世保市のひいては

日本の生活環境を保全する水処理の仕事を現在つづ

けられていることです。 
 そして今回、緒方信行様からご紹介いただき、10

月に佐世保北ロータリークラブに入会を契機に再始

動する機会をもらい、北ロータリークラブの皆様と共

に活動できることに感謝致します。 
 
 
《会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

 

先 週 は 新

入会員歓迎

会を兼ねた 

観月例会で

した。ご準備

頂きました、

親睦委員会、

SAA の皆様あ

りがとうございました。新入会員の方にもお話して頂

ける場ができ良かったと思います。チャーターメンバ

ーの皆様にも多数ご参加いただき、この上ない喜びで

ございます。 

また、花島ガバナーの招待にご尽力いただきました、

緒方ガバナー補佐ありがとうございました。8月のガ

バナー公式訪問は、事前懇談会のみであったため、こ

の機会に花島ガバナーのお話を聞くことができ、会員

と歓談することができ、とても有意義でありました。

花島ガバナー、迎地区幹事、平川地区副幹事に感謝し

たいと思います。 

今年も残り約 2 か月です。年末のクリスマス忘年会、

年が明けて、賀寿のお祝い、また、今年は IM の実施

も控えております。（IM は過去において、富田ガバナ

ー補佐、宮原ガバナー補佐輩出時に経験しております

ので、諸先輩から助言を頂きながら実現に向けて頑張

って頂ければと思います。緒方ガバナー補佐始め IM

実行委員会の皆様よろしくお願いいたします。）11 月



本日の合計  27,000 円    累計 263,000 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） 

12 月と年末にかけ、あわただしくなりますが、皆さ

ん、健康に留意し、お仕事、ロータリー活動、頑張っ

て頂ければと思います。 

 
 
《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

1．来 信 

・公財）米山記念奨学会 

 ハイライトよねやま Vol.247 

 

・ロータリーの友 事務所 

 ロータリーの友 10 月号 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 2020 年 End Polio Now リソースのご案内 

 

・ガバナー事務所 

①2740 地区奉仕プロジェクトセミナーのご案内 

（オンライン配信） 

  日  時：分科会開催 10 月 24 日（土） 

10：00～12：30 

（宗像国際環境会議は10月 23日～25日行われます） 

  会  場：福岡ファッションビル 

(福岡市博多区博多駅前 2-10-19) 

  登録料：3,000 円 

②米山奨学生研修旅行のご案内 

  期  日：11 月 14 日（土）～15 日（日） 

  行  先：大分（別府） 

  参加費：カウンセラー 20,000 円 

（当日徴収いたします）奨学生 無料 

 

３．伝達事項 

 ①本日、皆さんのセルフＢＯＸへ観月例会の会

費請求書を入れておりますのでよろしくお願

い致します。 

①本日、皆さんのセルフＢＯＸへ 2019～2020 年

度決算報告書を入れております。 

②次回例会は 10/26（月）「第 2 回クラブフォー

ラム」定款細則委員会です。 

 

 

《委員会報告》 

 

村瀨高広ロータリー情報・公共イメージ委員長 

11 月 14 日（土）家庭集会を開催します。 

ロータリーの友の紹介 

①裏表紙 2020 年 10 月 24 日は世界ポリオデー 

②P3 ＲＩ会長メッセージの記事 

 

③P5 日本ロータリー100 周年 米山梅吉氏が日 

 本に東京ＲＣを誕生させてから2020年10月で 

100 周年です。 

    P13～15 米山親善大使 スピーチ 

    P17 地区別寄付額、功労者、奨学生の表があり

ます。北ロータリークラブの現況と活動報告は

P22～26 に 

④P45 ロータリーアットワーク各クラブが 

コロナ禍での支援や活動の紹介 

 

緒方信行 国際奉仕委員 

文房具を発展途上国に送る取り組みについて 

 

村瀨高広 ＩＭ実行委員長 

10 月 19 日（月）ＩＭ実行委員会をグランドファース

トイン佐世保で開催します。 

 

松田信哉 定款細則改定委員長 

本日例会終了後に事務局で定款細則改定委員会を開

催します。来週は第 2 回クラブフォーラムです。宜し

くお願いします。 

 

 

《ニコニコボックス》  

戸畑教幸 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。田中博徳会員、内海一洋会

員、中村祐二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。 

 

船津 学君 

10 月 18 日（日）佐世保カントリークラブで行われた

第 2 回北斗会ゴルフコンペで優勝しました。 

嬉しくてニコニコです。北斗会では新規入会者をどし

どし募集中です。よろしくお願い致します。 

 

平石晃一君 永田武義君 藤井良介君 緒方信行君 

宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 村瀨高広君 

松田信哉君 松永祐司君 公門新治君 小西研一君 

村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 

内海一洋君 中村祐二君 二ノ宮 健君 

鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

本日の卓話は新入会員卓話です。田中会員、内海会員、

中村会員宜しくお願いします。楽しみにしています。

また、昨日は北斗会で船津会員が優勝されたそうです。

船津会員おめでとうございます。 


