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本日の出席率８０.４５％：会員数４４名・出席３０名・欠席９名・出席規定免除会員（５）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ９名・出席規定免除会員４名

　皆さん、 こんにちは。 先日から

の寒波いかがお過ごしでしょうか？

２４日日曜日からの大雪では一日

中、 犬の散歩を除いては家にこ

もってました。翌２５日月曜日の朝、

外を見ると一面の雪景色、 会社の

近くの社員以外は休みにしました。

会社も臨時休業にしました。

　翌２６日の火曜日、 朝から社内の工場、 トイレ等いたるところか

ら水道管の破裂で大変でした。 天気予報で寒気団がくるという

ことは分かっていたんですが、 思いもよらない隠れた水道管や

バルブが破損しその修理に追われてます。 諫早市で１２７２５件、

西海市１２５９件、 佐世保市７２００件、 全国では九州を中心に約

２０万件の断水家庭があります。

　昨日、 雪による交通事情を考慮して、 通常朝６時２０分に家を

出るのですが、 早めに出たので渋滞に合わず６時３５分には会

社につきました。 佐世保市内も大渋滞でしたが、 家内と娘は北

九州まで車で行きましたが、 高速道路が佐賀大和まで通行止

でしたので５時間かかったようです。

　日頃、 雪に慣れてない佐世保の人は車もノーマルタイヤです

し、 水道管も防寒対策はされていない家庭も多数あるようです。

雪国では屋根瓦も違います。 雪止めの瓦を軒先に使用して雪

が一度に落ちて人や車、建物に被害が出ないようになってます。

地球温暖化が叫ばれてますが、 地球環境の変化は温暖化だけ

ではないようです。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様、 こんにちは。 佐世保に記録的に初めての大雪が降り

ました。 日曜日から始まった雪での混乱は、 すべての生活

に影響を及ぼしたようです。 交通渋滞、事故、水道管の破裂、

断水などのさすがに比較的雪が少ない我々にとって準備不

足は否めないようです。 やっと平常に戻りつつあるようですが…

さて、 本日のゲスト卓話は、 佐世保商工会議所 青年部会長 

井上隆三様です。 よろしくご清聴ください。

青年部ＯＢ（平岩義明君・馬場貴博君・岡光正君・川島千鶴君・
田中啓輔君）

佐世保商工会議所 青年部会長 井上隆三君のご来訪を歓迎致

します。 卓話よろしくお願い致します。

西村浩輝君
亡き母の供養の花、 ありがとうございました。 無事葬儀を済ます

ことができました。 大雪の中、ご会葬いただき感謝申し上げます。

ありがとうございました。

１．例会変更
　　 佐世保東ロータリークラブ　　　　　　
　　　２月１１日（木）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 ２０１６年２月号の送付
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・国際ロータリー日本事務局
　２０１６年２月のロータリーレート　１ドル＝１２０円

・（公財）ロータリー米山記念奨学会
　特別寄付金明細書郵送廃止のお知らせ

・佐世保ロータリークラブ
　２０１６～２０１７年度第１回市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内

　日時　３月１６日 （水） １８：３０～

　場所　馨

・佐世保北ロータリークラブ
　２０１５～２０１６年度第５回市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会議事録

・（株）オクトン
　２０１６～２０１７年度国際ロータリーのテーマ例会場掲示幕　  

　頒布のお知らせ

３．依頼・伝達
・ 次週２月４日 （木） は１６時３０分より福石観音で御祈願。

　１８時３０分より佐世保ワシントンホテルで延寿会を開催致し

　ます。
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ＳＡＡ：岩政孝君

次回例会／延寿会 ２月４日１８：３０～

於いて /佐世保ワシントンホテル

■ ゲスト卓話 ■

指山 康二君
佐世保商工会議所青年部の皆様には、 十日恵比須に多数の

皆様にお手伝いをしていただき、 ありがとうございました。 井上

隆三会長におかれましては、 今年一年私の息子との色々なイベ

ント等のご協力よろしくお願い致します。

香月 章彦君
１月１７日 （日） の中央会コンペでは期せずして優勝することが

できました。 同伴の松尾さん、 池永さん、 平岩さん、 ありがとう

ございました。 ニアピン争いの宮﨑君ごめんなさい。 罰金の１０

倍ニコニコします。 優勝しても罰金とはトホホ…。 娘のセンター

試験も良かったのか、 悪かったのか。

本日の合計　　　　    22,000 円

本年度の累計　　　  529,000 円

佐世保商工会議所青年
会長　井上 隆三様
自己紹介
生年月日　昭和４７年９月３０日

家族　　　　子ども３人 ・ 妻 ・ 祖父 ・ 祖母

皆瀬小学校 - 中里中学校 - 佐世保工業

高校 （電気科）

東レ名古屋事業場 - （有） 井上プラスチック

東レ名古屋事業場　重油ボイラータービンによる自家発電設備

運転業務。 工場は２４時間稼働のため、 ３交代勤務。

（有）井上プラスチック
場所　佐世保市野中町

創業　昭和４２年２月 井上プラスチック工芸社として祖父が開業

　　　　平成　５年６月 （有） 井上プラスティック

　　　　平成１９年１月 社長就任

業務　看板製作 ・ プラスチック加工

　創業当時は、 プラスチックが一般に流通し始めたばかりで、

電照看板がガラスからプラスチックに変わる時期であった。 そ

の為、 とても需要が多かった。 当初、 看板屋は１文字あたり○

○円、 筆１本で食べていける技術職だった。 近年は機械化、

コンピュータ化が進み、 小型の看板なら誰でも何時でも簡単に

作成できるようになった。 しかし、 店舗に付ける看板や大型の

看板、 耐候性を必要とする看板は、 一般には難しくまだまだ

需要はある。

　厳しい環境の中でも今日このように頑張ってやっていけるの

は、 多くの友人や先輩、 後輩、 組合の仲間、 そして商工会

議所青年部という団体を通してたくさんの方との出会いがあった

からだと思います。

ＹＥＧとは、どんな団体
綱領
商工会議所青年部は、 地域社会の健全な発展を図る商工会

議所活動の一翼を担い次代の先導者としての責任を自覚し地

域の経済発展の支えとなり、 新しい文化的創造をもって豊かで

住みよい郷土づくりに貢献する。

指針
われわれ青年部は

一、 地域を支える青年経済人として、 先導者たる気概で研鑚

　　　に努めよう

一、 国際社会の一員であるべき、 国際人としての教養を高め

　　　よう

一、 豊かな郷土を築くために、 創意と工夫、 勇気と情熱を傾

　　　けよう

一、 文化を伝承しつつ、 新しい文化の創造に向かって歩を進

　　　めよう

一、 行動こそ時代の先駆けるべき青年の責務と信じ、 力を合

　　　わせ国に礎となろう

目的
本青年部は、 地区内の次代経営者としての資質を向上し、 社

会使命の認識を高め、 もって地域商工業の発展と地域社会の

福祉の増進に寄与する事を目的とする。

入会資格
佐世保商工会議所の会員事業所の経営者及び、 その子弟、

役員、 管理職以上の者で満２０歳以上４５歳未満の者。

入会が承認された月から起算して２４ケ月以上活動できる期間

を有するもの。

現在会員数
９９名。 次年度１００名体制でスタートの目標達成は難しい。

今年度スローガン
『調和と友情でステップアップ』

今年度の対外事業
　８月　第１１回させぼシーサイドフェスティバル

　　　　 場所　みなと広場

　９月　第２１回長崎県商工会議所青年部連合会　会員大会

　　　　 場所　佐世保コミュニティセンター

　　　　　　　　 九十九島パールシーリゾート

１１月　第１１回　産業展

　　　　場所　佐世保体育文化館
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