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本日の出席率９０.９％：会員数４７名・出席３４名・欠席４名・出席規定免除会員６名・ビジター８名

前々回の修正出席率９０.６９％：出席２９名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席５名

　本日は例会見学希望者７名をゲ

ストとしてお迎えしましたので例会

場を広げています。。 本年度、 会

員増強委員会活動の一環として２

回目の開催です。 出来るだけ多く

の方に例会を体験して頂いて佐

世保中央ロータリークラブに興味

を持っていただきたいと考えてい

ます。

　ロータリーの例会では最初の３０分間は食事と歓談での親睦の

時間、 後の３０分は卓話の時間としています。 卓話の時間では

クラブ会員が自分の職業や、 ロータリーの活動について話をし

たり、 今日のように外部からお招きしてお話を聞いて、 視野を広

げる様務めています。 本日の例会が皆さんの知識を深める機会

になることを祈念いたします。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

　　　　北松浦ロータリークラブ　湊 浩二郎様

（以下、 会員増強委員会活動にて例会見学）

* 佐世保商工会議所青年部　川野 知文様

* 佐世保商工会議所青年部 OB　松石 智宏様

* 佐世保青年会議所　

　大内 恵理佳様　桑原 克代子様　藤井 寿人様

* 佐世保青年会議所 OB　川上 仁哉様　小倉 盛義様

１．来信
　　　■ガバナー事務所 

　　　　 ・ 会員満足度アンケート送付

         ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

              ①2018-2019 年度 ガバナー月信 Vol.6

　　　　　　 ②2017-2018 年度 バギオだより 2018 年 5 月号

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 2019-20 年度　地区主要行事日程のご案内

２．依頼・伝達
　　　　 ・昨日のキラキラチャリティー大パーティーへ多くのご参　

　　　　　加をいただきまして、 ありがとうございました。

　　　　 ・来週の例会ですが、 １１日に忘年例会を行いますので、

　　　　　１３日は例会はありません。 お間違えのないように

牟田 憲市様
昨日のキラキラパーティーへ中央ＲＣのテーブルに参加させ

てもらいました。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 北松浦ＲＣ湊 浩二郎様のご来訪を心より感謝申し

上げます。 また、 ロータリーの例会体験にご参加いただきま

した皆様、 ありがとうございます。 ロータリーの例会がどんな

感じなのか、 分かっていただければと思います。

会員増強委員会　八重野 一洋委員長
本日７名の例会見学者にご参加頂いてます。 「いつ入る？」 な

どのＮＧワードがございますが２回目参加の川上君、 藤井君に

おかれましては面接は免除といたします。 例会を最後までお楽

しみください。

親睦例会活動委員会　松田 啓伸委員長
来週１２月１１日 （火） はハウステンボス　デ ・ ハールにて忘年例

会を開催いたします。 現在、５６名が参加予定となっております。

皆様に楽しいひと時を提供できる様準備しております。 お楽し

みに！！

中央会　宮﨑 正典君
１２月１５日 （土） １１時３６分スタートで武雄 ・ 嬉野カントリークラ

ブで第３回中央会を行います。 表彰式は懇親会場で行います。
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本日の合計　　　　   42,000 円

本年度の累計　　　  482,000 円

　この度は佐世保中央ロータリークラブ様の例会の貴重なお時間

を頂きまして誠にありがとうございます。

　フレッシュワーク佐世保は、 長崎県が設置している就職支援施

設です。 主に個別就職支援と人材確保 ・ 職場定着等の企業支

援策を展開しております。 まず、 個別の就職支援は若年求職

者を対象とし、 主に個別カウンセリングを行っております。 就職

活動をする上での不安な気持ちや悩みを聞き、 就職活動の進

め方などの相談をお受けしております。 応募に必要な履歴書 ・

職務経歴書を作成する上での志望動機や自己 PR が、 より良い

内容になるようアドバイスを行ったり、 面接の練習では入退室の

マナーや質問に対しての受け応えなど、 本番を想定した内容で

採用に向けてのお手伝いを行っております。 その他、 自分の特

性や特徴を踏まえた適職診断も行っております。 具体的な行動

等をデーター化する事で自己理解を深め、 自分に向いている職

種や希望する職種の方向性を知る事ができる為、 求職者の方々

に好評を頂いております。 会員の皆様のご家族が就職活動をな

さる場合や、 会員様の会社の社員様が退職なさる際の再就職

の支援の施設としてもご案内、 ご利用頂ければ幸いです。 経験

を積んだスタッフが対応いたしますのでご安心下さい。

　次に、 長崎県が同時に掲げております人材確保 ・ 職場定着

等の企業支援についてご紹介致します。 長崎県では 『N なび』

という就職支援サイトを 2 年前より立ち上げております。 「長崎県

内にはまだ知られていない魅力的な企業があり、 もっと皆様に

知って頂きたい！」 そういう思いで作られ、 県内の企業様と求職

者を結ぶマッチング機能を備えております。 企業情報はもちろ

ん、 動画、 写真、 採用担当者、 先輩社員の声も掲載できます

ので、 求職者が企業をより深く知ることができます。 サイト内で

は求職者の登録もできますので、 採用側が求職者と直接連絡し

スカウトメールを送信する事もできます。 企業様、 求職者様の

双方がアクションを起こすことができますので、 スピーディーな採

用活動及び就職活動のできるサイトとなっております。

　さらに、 県内大学との連携も行い大学の就職課への企業情報

の提供、企業説明会等を実施し、架け橋役としてキャリアコーディ

ネーターが連携を取っております。 『N なび登録会』 を大学１年

生の時点から実施したり、 県内の企業様を数社お招きし、 採用

担当者から 「求める人材像」 などの生の声を聞く交流会も実施

しております。

　このようにフレッシュワークでは、 若者の県内企業への就職の

推進と定着支援に力を注いでおります。 長崎県を代表される佐

世保中央ロータリークラブの会員様にぜひ就職支援サイト 『Ｎな

び』 をご活用頂きたいと思っておりますので、 今後ともよろしくお

願い申し上げます。

フレッシュワーク佐世保　（左から）　
　企業相談員　林田 有基様
　キャリアコーディネーター　長尾 麻衣子様
　受付事務 兼 インテーカー　西村　笑子様　

～ フレッシュワーク佐世保について ～
昨夜は、 きらきらパーティーへご参加いただきまして、 誠に

ありがとうございました。 そして本日の卓話は、 フレッシュワー

ク佐世保様の事業紹介になっています。 よろしくお願いいた

します。

崎山 信幸君
私事で大変恐縮ですが、 本日午後６時３０分よりのＪＡ会館、

よろしくお願い申し上げます。 皆様の励ましの言葉がなんと

いっても頼りでございます。 昨日、 キラキラパーティーでお疲

れのところ、 連日連夜で申し訳ございません。 ４期目への挑

戦！！頑張ってまいります。 尚、 現在、 議会中で昼休み中

にも打ち合わせ等で動きがとれませんので、 例会を欠席致し

ますことご了承くださいませ。

野村 和義君
とても美しくなられた、 本日の卓話者 西村笑子さまこんにち

は！野村です。 覚えていますか？数十年前の夏の夜の出来

事。 自分でも何の事かわかりませんが…。 本日は何やら話

をされにこられたとか。 噂は聞いています。 あなたの話が世

界一すばらしい話であること、 会員全員期待していますので

宜しくお願い致します。 私は早退します。

八重野 一洋君
本日第２回目の例会見学来訪者が参加されます。 計３回参

加されると入会時の面接は免除されます。 （ウソです。） 見学

ご来訪ありがとうございます。

平岩 義明君　馬場 貴博君　川島 千鶴君　岡 光正君　
田中 啓輔君　井手 陽一君　吉野 英樹君　（ＹＥＧＯＢ）

ＹＥＧＯＢとして松石君と川野君の入会、 いやご来訪を感謝

しニコニコします。

佐世保青年会議所ＯＢ
川上君、 小倉君、 大内君、 桑原君、 藤井君のご見学あり

がとうございます。 ３０周年に向けて只今会員募集中です！

ＳＡＡ： 西村浩輝君

次回例会／１２月１１日　１８:３０～
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