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本日の出席率７５.０％：会員数４０名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ５名・出席規定免除会員（２）２名

　皆様こんにちは。暑い暑いと言っ

ていたのですが、 昨日今日は寒さ

を感じる朝夕になりました。 体調

に気をつけていただきたいと思い

ます。 台風２６号の首都圏、 特に

伊豆大島の災害、 東北、 北海道

と風雨の被害は大変な事だと思い

ます。 台風２７号も発生していま

す。 どのようなコースを進むのか心配です。

　ところで、 先週催された創立２３周年記念式典の一連の行事

に、 釜山蓮山ＲＣの安会長はじめ会員と奥様方一行１０名が来

訪されました。 福岡空港のお出迎えから始まり、 １０日 （木）、 １

１日 （金）、 １２日 （土） と３日間、 会員皆様のご協力により福岡

空港での見送りまで無事終えることができました。 会員の皆様に

感謝申し上げます。 ありがとうございました。

　記念式典、 懇親会に松尾 辰二郎拡大補佐ご夫妻、 釜山蓮

山ＲＣ安会長ご夫妻、会員、奥様方を迎え開催されました。 又、

朝長市長よりメッセージをいただき、 お礼申し上げます。ＳＡＡ委

員会、 親睦活動委員会、 国際奉仕委員会の皆様の２次会まで

企画、 運営していただき、 誠にありがとうございました。 釜山蓮

山ＲＣの皆様には、 観光にゴルフにと３日間十二分に楽しんで

いただけたと思います。 二日目の展海峰のコスモス、 九十九島

の展望、 パールシーの水族館、 平戸のザビエル教会と寺、 平

戸商店街の足湯と、 前津吉から佐世保港までのコバルトライン

の４５分間の船旅、 三日目はハウステンボスと、 私自身も観光を

楽しませていただきました。 ゴルフの話題は、 指山国際奉仕委

員長へお任せします。 食事もしゃぶしゃぶ、 くるくる寿司、 水月

の伊勢エビの刺身、 ちゃんぽん、 餃子、 レモンステーキと満足

していただけたのではないかと思います。

　来年 4 月の釜山蓮山ＲＣ記念式典には、 是非多数でおいで

下さいと安会長より招かれております。 最後になりましたが、 八

重野国際交流委員には３日間のドライバーとして、 本当にお疲

れ様でした。 又、 重ねて会員そして奥様方のご協力に感謝申

し上げます。

ありがとうございました。

指山康二 国際奉仕委員長
　１０月１０日～１２日の釜山蓮山ＲＣの 「おもてなし」 のお手伝い

を全会員のご協力を得て、 無事終わりました。 ありがとうござい

ました。 １１日の平戸観光は西村会長 ・ 野村幹事 ・ 竹本国際交

流委員長にお任せして、 佐世保カントリー倶楽部で釜山蓮山Ｒ

Ｃ４名、 佐世保中央ＲＣ 牛島、 平岩、 前田、 指山４名で日韓

対抗ゴルフ後、 世知原町の山暖簾の温泉に連れて行き喜んで

頂きました。 何と次の日もＨＴＢでゴルフをしたいと言われ、 崎

山君と行って英語の会話で楽しんで頂きましたが疲れました。「お

もてなし」 の程度も今後考えていくときになったんだと思います。

３日間運転手の八重野君ありがとうございました。 皆様お疲れさ

までした。

 １．例会変更
　　伊万里ロータリークラブ
　　　　 １１月１３日( 水） １２：３０→１８：３０～

　　　　 例会場　夜の例会のため

　　　　 １０月３０日( 水）　休会　定款第６条第１節により

　　　

２．来　　信
    ・国際ロータリー
　　　ザ ・ ロータリアン　１０月号

    ・ガバナー事務所
　　  ①地区補助金１ドル＝９９円での振り込みのご連絡

　　　②青少年交換学生オリエンテーション開催のご案内

　　　　 日時　　１０月２７日 （日） １５時

　　　　 場所　　本経寺 書院

　  

３．伝達・通知
　　 ・１０月 ２０日 （日） ロータリー財団セミナーが佐世保市労働

　　　 福祉センターで１３時より開催されます。

　   ・１０月 ２４日 （木） の次回例会は米山奨学生卓話となって

　　　 おります。 　
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久しぶりに来ました。 お世話になります。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お忙しい中、 淡々と例会にご出席いただきありがとうございま

す。 また、、 佐世保南ＲＣの柳田昌洋様のご来訪を、 誠にあ

りがとうございます。 心より、 歓迎申し上げます。 先週の創

立記念式典におきましては、 国際奉仕委員会、 親睦活動委

員会の皆様大変お疲れ様でした。 それと、 担当外でありな

がら、 たくさんのメンバーの方々にお手伝い頂きました。 二

日間、 ゴルフ三昧だった指山委員長より、 心を込めて感謝

申し上げます。 本日は新入会員でありながら、 話のスペシャ

アリスト２名の卓話です。 できれば時間厳守でお願い致します。

岡田文俊君
初めての卓話で失礼します。 朝からどんぐりの水やりと月経

（つききょう） でバタバタやってきました。

小川正信君
今日は私のつまらない話をがまんして聞いて下さい。

　

四元清安君
誕生祝いありがとうございました。

田代博之君
１０月１５日で結婚３０年になりました。 よく続いたと夫婦で感

謝しております。 金婚式を目指して、 後２０年頑張りたいと思

います。

本日の合計　　　　   　8,000 円

本年度の累計　　　 365,000 円

   《　 新入会員 卓話 　》 　 

岡光正 職業奉仕委員
　１１月１４日に開催します社員招待例会に社員、 ご家族の多数

のご出席をお願い致します。 １０月２５日 （金） 迄にご返信下さい。

宮﨑正典 中央会幹事
 　《 ２０１３～１４年度第２回中央会のご案内 》

　　＊ゴルフコンペ

　   日時　１１月２３日 （土） １１時スタート

　   場所　佐世保･平戸カントリークラブ

    ＊表彰式及び懇親会

　　日時　１１月２３日 ( 土） １９時～　　場所　水月

　《 忘年中央会 》

　　１２月２１日 （土） 三川内の練習ラウンド。 嬉野温泉 グラン

　　ド鳳陽宿泊。 １２月２２日 （日） 佐賀ロイヤルゴルフクラブ

　

【 ロータリー情報 】　　　

田代博之 クラブ管理委員
職業奉仕に関する声明（Statement on Vocational Service）
　職業奉仕とは、 あらゆる職業に携わる中で、 奉仕の理想を

生かしていくことをロータリーが育成、 支援する方法である。

職業奉仕の理想に本来込められているものは次のものである。

 １） あらゆる職業においてもっとも高度の道徳的水準を守り、　

　　  推進すること。 その中には、 雇主、 従業員、 同僚への

　　　誠実、 忠実さ、 また、 この人たちや同業者、 一般の職

　　  業上の知己すべての公正な取り扱いも含まれる。

 ２） 自己の職業または、ロータリアンの携わる職業のみならず、

　　 あらゆる有用な職業の社会に対する価値を認めること。

 ３） 自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるこ

　　  と。 職業奉仕は、 ロータリー ・ クラブトクラブ会員が自己

　　  の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発する

　　  ことによって、 目標を実践、 奨励することである。 クラブ

　　　会員の役割は、 ロータリーの原則に沿って、 自らと自分

　　　の職業を律し、 併せてクラブ ・ プロジェクトにこたえること

　　　である ( ロータリー章典 8.030.1.)。

ロータリーとライオンズの違い 

 ①ＬＣは地域社会に対する団体奉仕を目的に設立された、　

　  世界最大の社会奉仕団体であるのに対し、ＲＣは職業奉

　　仕を中心にして奉仕活動を考える人の集まりであるが、 最

　　近の活動はＲＣも団体奉仕に傾注している。 

 ②We serve と I serve …奉仕活動の取り組み方の違い  　　 

　　（クラブ全体でと一人一人が自分の職業を通して奉仕する） 

 ③ＲＣは業種の制限が強い （ゆるくなったが一業種５名以内） 

 ④設立時の目的の違い…ＬＣは奉仕活動＆親睦に対しＲＣは

　　互恵主義で外部への奉仕は後から追加 （シカゴＲＣの１９０６

　　年に追加された定款第２条の目的の第３項） 

 ⑤例会の回数…ＲＣは原則毎週昼間に対し、ＬＣは月２回で

　　例会は夜 

 ⑥ＬＣは地域意識が強く、 地域の青少年育成への貢献度は

　　高い 

 ⑦広報面ではＬＣの方が一歩先であり、 地域の認知度も高い 

 ⑧アメリカでは、ＲＣ会員には共和党支持者が多く、ＬＣ会員

　　には民主党支持者が多い 

 ⑨ＬＣはチャリテイ事業等で資金潤沢。

岡田文俊君
自己紹介　６３歳男性、 家族有二女 離婚

　　　　　　　歴なし、 犯罪歴？ 

履歴　　　　昭和２５年長崎県佐世保市生まれ

本籍　　　　藤原町

　　　　　　　東本願寺幼稚園、 光園小学

　　　　　　　校、 花園中学校 、 佐世保北

　　　　　　　高校 ( 昭和４３年第２０回卒） を経て 

昭和４７年 福岡大学経済学部卒業

昭和４７年 田辺製薬㈱入社、 営業畑一筋、

　　　　　　  長崎、 北九州 、 本社、 千葉、 首都圏、 本社、

               大阪、 各地勤務 

平成１８年　田辺製薬㈱執行役員大阪支店長、 運命の合併 
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平成１９年  田辺総合サービス㈱　　代表取締役社長 

平成２０年　田辺製薬　販売㈱　　　 代表取締役社長 

平成２３年　同社　顧問退任　東七株式会社 顧問 就任 

　　　　　　   有限会社岡田金物店 代表取締役 就任 

平成２５年　四ケ町商店街組合　監事 就任 

　　　　　     ㈱ FM 佐世保 取締役 就任 

所属） 福石山千日祭奉賛会、 百年の森実行委員会 

　　　　 佐世保中央ロータリークラブ

資格） 医薬情報担当者、 ホームヘルパー２級、 運転免許

　現在の私は㈲岡田金物店 ( 不動産賃貸業 )

を生業としております。

創業者 岡田筆男 （昭和４２年７１歳没）

岡田家のルーツは市内の福田町、 今の久田

学園の近所に明治以前から住んでいた

そうです。 創業者の祖父筆男は北村徳

太郎さんとも仕事をしたことがあったそう

で、 炭鉱との取引等で成功しました。

昭和３０年代まで、 現在の佐世保イオン

の前で開業して２代目が私の父 岡田潤

一 （平成１０年７７歳没）、 そして岡田文

俊６３歳三代目で現在に至っております。 父

の代に実業として金物販売業は事実上止めま

した。 現在の島瀬町で１階に私が誘致した１８

銀行、 地下に佐世保のライブハウスの走りで

ある３０年の歴史を有する 「ガーネット」、 ２階

に新しくオープンする 「ケイウエイブ」 と音楽

の発信基地を目指しています。

　さらに、 藤原町にグループホーム 「花水木」

とデイサービス 「ウグイス」 の入居したビルを

保有しております。 只今、入居者募集中です。

私自身の介護の勉強をしてきたのですが、 利

用者の経済負担や年金受給の実態等、 自ら

に置き換えてみても考えさせられる事が多々有ります。 同時

に、 賃貸業はメンテナンスに費用が掛かり、 利益が出ないも

のだと痛感します。

　今の私が在るのは、 田辺製薬株式会社での 「お薬屋さん」

の経験によるものだと入会のご挨拶の中でも申し上げました。

お医者さんや薬局を訪問して営業活動を行う、 MR 医薬情報

担当者を長年いたしました。 このМＲって何者でしょうか？病

院や薬局の中を我が物顔で闊歩し昔は飲み屋街で派手に接

待していました。 皆さんが抱かれる 「お薬やさんのイメージ」

は少量だから薬九層倍、 不景気知らずと思いますが、 クスリ

とリスクは表裏一体です。 化学物質としては少量ですが情報

が有って初めて役に立つものです。МＲとはその情報をお伝え

することが仕事でした。 今、 全国に六万人おります。 製薬会

社は大変なコストをかけております。

　一方で、 四国遍路八十八ヵ所のご本尊中 ２５箇所は薬師如

来です。 人は昔からその苦しみを救ってもらうためにお薬師さ

んに信心してきました。 その手には薬壷があります。 今、 ク

スリを取り巻く問題は多すぎて枚挙の暇がありません。 それら

業務改善命令　

の課題が今後のお楽しみということで卓話を終えたいと存じま

す。 ご清聴ありがとうございました。

小川正信君
企業経営の要諦「危機対応」
～報道にみるＭ銀行の暴力団融資問題に学ぶ～

　　　　　
　　　　　　　　　　　　↓

◆何故、記者会見の説明が一転したのか。
　 ・ １０月４日 ： 副頭取 「経営トップは知らなかった」

　 ・ １０月８日 ： 頭取 「歴代トップは問題融資について取締役

　　　 会等で報告を受けていた」

　　　頭取発言ポイント

　　　①２０１１年７月の取締役会に出席し、 問題を知り得る立

　　　　場にあったが、 その本質を認識していなかった。

　　　②（担当役員らが） 経営陣に報告していなかったと思い込

　　　　 み、 資料等を確認しなかった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊上記は新聞報道をまとめたもの

◆初動が危機対応の成否を決める。
　 ・ 初動で徹底調査し、 経営トップが認識していたことを認

　　  め、 取引解消に取り組んでいれば展開は違ったのでは。

　  ・ いずれ事実は明かされる （ネット書き込み、 内部告発）。

　  ・その場逃れの対応が傷を深める。 危機であればあるほど、  

　　 初動で徹底調査し、 誠実な対応が肝要。

◆ドラマの半沢直樹と大和田常務の人事は正解か。
　 ・ 半沢の出向人事は、 「暫く静かにしとけ。 ２～３年で戻す

　　 から」 という人事で妥当。

　 ・ 大和田常務の降格は、 当局への虚偽報告につながる処  

　　 分で大きな危機を抱え込む行為。

            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊上記は私見

 

 

　

　

金融庁指摘事項　

Ｍ銀行系列信販会社を経由した提携ローンのうち、 ２３０件

約２億円が暴力団組員への融資であったことが昨年１２月の

金融庁検査で判明

９月２７日、 金融庁が業務改善命令を発動

①２年以上の長期にわたり、 暴力団組員への融資を放置。

②多数の暴力団組員への融資の情報が経営トップに届いて　

　 いなかった。

ＳＡＡ：牛島義亮君

次回例会／１０月２４日１２：３０～

次回献立／天麩羅そば、小鉢、おにぎり
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