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本日の出席率７９.６０％：会員数４９名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員３名・ビジター２名
前々回の修正出席率９３.４７％：出席３７名・メークアップ０名・出席規定免除会員６名

皆様こんにちは、 先週は仕事の
為に例会を欠席して申し訳ありま
せんでした。 その代わりに前田副
会長が、 うまく、 そして長く話をさ
れたのではないかと思いますがど
んな話をされたのか非常に気にな
りますが、 先々週の例会終了後に
お願いをしたんですが満面の笑み
でＯＫを頂いていました前田副会長有難う御座いました。
そして先日の地区の研修会も当日体調不良で欠席して申し訳
ございませんでした。 このまま出席したら北海道の奉仕プロジェ
クトの事業に参加できなくなりっそうだったので欠席しました。 そ
の代わり田中幹事がしっかりとフォローをしてくれたので助かりま
した。 お陰様で元気になりましたので明日から奉仕プロジェクト
の事業で初めての冬の北海道を体験してきます。 ちょうど明日
から雪が降るみたいで最低気温が－11 度～－14 度だそうです、
岡委員長には準備から現地でのお世話まで色々とありがとうござ
います。 今日は新入会員卓話となっています新入会員の皆様
には是非この機会に自己ＰＲと会社のＰＲを遠慮なくしてくださ
い。 そして一日も早く佐世保中央ロータリークラブにとけこんで
いく頂けたらと思います。

佐世保南ロータリークラブ 古賀 良一 様
有田ロータリークラブ 岩尾 慶一 様

クラブビジョン委員会 芥川 圭一郎 君
今回は、 修正出席率を簡単に１００％にすることが出来ること
をお伝えします。 どうしても、 ホームクラブの例会に参加が出
来ないときは、 他クラブさんへメイクアップをすると、 当然です
が、 修正出席になります。 ただし、 どうしても欠席した例会の
前後２週間でメイクアップが出来ないときは、Ｅクラブさんへメイ
クアップしてみませんか？パソコンやスマホで、 一度、 「ロータ
リー Ｅクラブ」 で検索してみてください。 複数のＥクラブさんが
出てきますので、 一度のぞいてみてください。 メイクアップしな
くても見ることは出来ます。 そして意外と簡単にメイクアップする
ことが出来ます。 まずは、 ホームクラブへの参加、 それが出来
ないときは、 他クラブへのメイクアップ、 どうしても、 時間が取
れないときは、Ｅクラブを利用しましょう。
修正出席率を１００％にすることは、 意外と簡単なことです。

1 月 1 日 馬場 貴博・恭子 ご夫妻
1 月 14 日 大久保 厚司・ゆりえ ご夫妻
1 月 17 日 濵田 憲治・貴子 ご夫妻

昭和 33 年 1 月 1 日 本田 実 君
昭和 45 年 1 月 4 日 吉野 英樹 君
昭和 32 年 1 月 12 日 浅野 訓一 君
昭和 34 年 1 月 28 日 崎山 信幸 君
昭和 25 年 1 月 30 日 竹本 慶三 君

１．来

信
■国際ロータリー日本事務局

・ 「復興フォーラム」 へのご参加 ・ ご登録のお願い
■ガバナー事務所
・ 世話クラブ ・ カウンセラー依頼について （お願い）
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佐世保南ＲＣ 古賀 良一様
ご無沙汰しておりました。 久しぶりのメークアップです。 今年
もどうぞよろしくお願いします。
有田ＲＣ 岩尾 慶一様
お世話になります。 早退致します。 失礼いたします。
南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日は、 佐世保南 RC 古賀 良一様、 有田ＲＣ 岩尾 慶一様
のご来訪誠にありがとうございます。 本日の例会は新入会員
卓話となっております。 七種君、 川上君の話を楽しみにして
おります。
竹本 慶三君
誕生日祝いありがとうございます。
本田 実君
誕生日のお祝いありがとうございました。
崎山 信幸君
誕生日の祝いありがとうございます。
馬場 貴博君
１月１９日は地区の新会員セミナーに参加頂きありがとうござい
ました。 参加された皆様は浜勝にておいしい食事で地区委
員は冷えた３００円の弁当でした。
七種 純一君
本日は卓話をすることになりました。 緊張で混乱しています
が、 温かい目で見守って下さい。

本日の合計

21,000 円

本年度の累計

439,000 円

■新入会員卓話■
七種 純一郎 君
新入会員の七種でございます。 私は、
生まれ持った 「ふけ顔」 と幼少時より維持
し続けたメタボ体型ですが、 南部会長体
制発足と同時に入会させていただいた新
入会員でございます。
佐世保中央クラブ入会後はや半年経過しました。
またまだ先輩会員皆様と、 ゆっくりと 「好意と友情を深める」 ま
でに至っていないことを反省しつつ、 改めて自己紹介と私の生
い立ち ・ 転機をお話したいと思います。
私は、 昭和３７年１９６２年５月に、 現在の平戸市当時は北松
浦郡田平町の田舎で生まれました。 父親が本家長男ということも
あり、今は数少なくなりましたが４世代同居。 また両親が教員だっ
た関係で、 ３年間で転校し当時は離島だった生月小学校卒業
です。
田平中を経て、 高校生活は佐世保で送ることになりました。 当
時は国鉄松浦線で、 国鉄日本最西端の駅から毎日通学１時間
半。 今思えばよく続いたものだと感心します。 が、 ど田舎の１５

歳がいきなり佐世保という都会への通学で、 毎日が好奇心の塊。
１年のある日、 学校帰りに左石駅近くの友人宅に遊びに行きまし
た。 そこで目にしたのは、 子供部屋に灰皿と田舎では触れるこ
とも目にすることもできない素晴らしい写真ばかりの本でした。 そ
れからはずるずるとまさに沢尻エリカの心境で、 もちろん成績も
ジェットコースター。 落ちるのはあっという間です。 ３年になり届
いた入学通知は予備校のみ。 またもここで驚きは、 予備校の寮
生活で同じ部屋の浪人生が芸能界へチャレンジし夢をあきらめ
た２３歳と、 競輪選手を怪我であきらめた２１歳。
生まれながらの 「ふけ顔」 が招いた結果かもしれません。 更に、
田平の田舎者が今まで写真でしか見たことのないものが、 目の
当たりにする中州に驚き、 ついつい福岡の都会に飲み込まれ、
もちろん成績もバンジージャンプ状態でした。
ここまでの話は、 決して自分の家族には、 いまだに伝えられま
せん。
なんだカンダで昭和６１年、 親和銀行に入行し給与と共に嫁も
提供していただきました。
銀行に入って今、 ３４年目です。 直近５年の役員期間を除き２
９年のうち、 １７年間を 「人事」 という世界で仕事をしていました。
従って、 あまり胸を張って 「銀行員」 といえるキャリアではござい
ません。 そこは あしからずご勘弁ください。
家族構成は、 嫁は一人で、 ２４歳の長女を筆頭に、 ２歳刻み
で息子が２人。 現在、 家族５人が４拠点で生活。 私も単身生活
が１４年目。 ２４時間が自分の時間という生活が１４年も続きます
と、 銀行を卒業した後、 嫁と２人の生活が新鮮なのか苦痛なの
か ・ ・ ・ そちらが心配です。
さて、 自己紹介はほどほどにして、 卓話として皆様にご披露で
きる題材に悩みました。 ロータリーには職業分類というひとつの
縛りがございます。 その観点から、 金融業界について、 少しお
話させていただければと存じます。
ここにいらっしゃる会員の皆様は、 プロの経営者として、 ご自
身のビジネス環境の変化は肌見で感じていらっしゃることと思い
ます。 銀行業界も大きく変化しています。 業界としても、 かつて
の銀行の雄 「第一勧業銀行」 も、 いまはどこの銀行か、 新入
行員に至っては、「第一勧業銀行」の名前すら知りません。 私も、
銀行に入った頃は、 九州銀行との合併や、 はたまた十八銀行
との合併すら、 予想だにしませんでした。
かつては、 銀行はとにかく預金を集め、 その原資でご融資し
あまった預金は日銀に預ければ利息がいただけると、 ある程度
の利益は確保できていました。 今は、 日銀に預けると利息を払
わなければならない奇妙な時代になりました。 日常で見ても、 こ
こ１０年で、店頭来店されるお客様の数は２割ほど減少。 これは、
人口減の要因もさることながら、 ネットや ATM 利用者へのシフト
も顕著です。 １５年ほど前からインターネットでの銀行取引が増
加しました。 当時では考えられないほど、 現在は高齢の方も利
用されています。 先日福江に行ったとき、 宅配のメインはアマゾ
ン。 高齢の方もどんどん利用されているとの事。
また、 銀行の脅威は 「デジタルネイティブ世代」 の躍進です。
いわゆる、 子供の頃から、 ネットやスマホ等々の環境下で育っ
た世代。 彼らは、 ネット上のみで何でも済ませてしまう世代。 そ
こを狙って、 いわゆるフィンテック事業者がどんどん出現してい
ます。 現在、 住宅ローンの新規借入れの約２割は、 ネット銀行。
イオン銀行の預金残高は都銀並です。 今、 地方銀行は、 隣の
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競合行以上に、ネット銀行等の脅威にさらされています。 従って、
銀行は、 そういうフィンテック事業、 システムインフラへの投資が、
大きな重荷になってきています。
地方銀行は、 従来、 FACE to FACE での営業を旨としてきま
したが、 これから暗躍するデジタルネイティブ世代にとって、 金
融業界との接点は 「スマホと指」 で完結する。 従来のビジネス
スタイルすら変革させてきています。
私ども親和銀行も、 今年１０月、 十八銀行と合併します。 再
来年末までには、 店舗等の集約等により、 効率化にて捻出した
人員を、 更に FACE to FACE 徹底し、 更に近い存在として頑
張る予定です。 最期は、 当行の宣伝になりましたが、 よろしく
お願いいたします。

川上 仁哉君
生年月日 １９７６年１２月１０日 いて座
辰年
趣味 ランニングです。
記録は１０キロ４７分 ハーフ１時間５３分
フル４時間分です。
日宇小学校→日宇中学校→西海学年高等学校→佐世保高等
技術専門校を卒業しジャパネットたかたへ就職しました。
クレーム処理課 → カスタマーサービス課 → カスタマーサー
ビス課 （パソコン担当）
退社してからですが、 ２００４年１０月ごろに発生した商品の盗
難と情報漏洩事件に巻き込まれました。 なぜなら自分の直属の
上司が犯人だったからです。
退社してから警察が何度か店にきては、 情報収集にきて一度
警察へ来てほしいとの連絡があり、 何事かと思えば、 取り調べ
室に座らされて君が会社へ入ってからの出来事を書きなさいとと
模造紙と鉛筆数本渡され１２時間ほど拘束されました。 任意調
査だったのでたぶん帰れたのではないかと思いますが、 素直な
人間だったのか、 言われたことに対してずっと取調室で考えて
いました。 そんなことを覚えているわけでもなく、 １０時間以上経
過したあたりから、 君も何かした覚えがあるんじゃないのかと言い
出して、 君の口から聞きたいと言い出してきて、 何もしていない
ことを再三にわたり伝えたことと、 当時から二人が怪しかったこと
を伝えました。
２００４年の７月退社 ２００４年８月から有限会社 カワカミへ
２０１８年８月２１日 代表取締役へ就任 現在に至ります。
主に仕事の内容として、 現場の作業服を全般に付随する靴、
保護具、 などを納品する仕事です。
また、海上自衛隊関連の仕事もしておりまして、帽子、作業服、
制服、 記念メダル、 などもしております。
また、おおきな病気も経験をしています。それは精巣がんです。
発症したのは、 ６年前のクリスマス前日に、 朝起きると腰に痛み
があり、 たいしたことはないと思いましたが、 時間が経過するに
つれて痛みが増し、 立っているのもつらくなってきたので救急病
院へいきましたところ、 家族を呼ぶように言われて、 先生の説明
を聞くとエコー検査の結果、 おなかの辺りにできものがあるとい
われました。 そののち長崎大学病院を紹介して頂き、 大学病院
での検査へと移りました。 検査をしていくにつれ、 できものが成
長しているとの結果をうけて手術をしたところ、 結果は悪性腫瘍
の判定がでました。 そこから抗がん剤治療を３クールしてだいた

い１００日ぐらいの入院生活のはてに結果良好で退院をいたしま
した。 こんな、 たかたでの経験や病気の経験をいかしてこれか
らも頑張っていきたいと思いますので宜しくお願いします。

■「平和プロジェクト」事業報告■
①日時 ： 令和２年１月２４日 （金） ～１月２６日 （日） ２泊３日
＊２４日 （金） 旭川泊 ２５日 （土） 札幌泊
②場所 ： 北海道旭川 ・ 札幌 （旭川空港ロータリークラブ様協力）
③参加人数実績 ： 会員１１名 夫人２名 小学生５名 合計１８名
④事業名 ： 人類学的多様性 （九州の弥生系農耕文化と北海道
の擦文、 オホーツク文化 を各々基層とする現代社会） に学ぶ
平和ブロジェクト。 注 ： 地区補助金対象プロジェクト名
２７４０地区の長崎県と佐賀県の小学生に、 北国の地理や極寒
の冬を体験させ、 また北海道の小学生との交流の中で、 互い
の文化に触れた 「平和学習」 を行いました。 事業に参加した子
供達は、 今回体験した事は中学生や大人になっても、 忘れる
事無く良い思い出になったと思います。 この事業に際しては、
旭川空港ロータリークラブの秋山会長様を始め、 会員の方々の
全面的は協力の下、 事業が出来ました。 今まで培って来られた
先輩方の人脈に感謝すると共に、 これからも大切に継承してい
かなければと痛感致しました。

北海道新聞 記事 令和２年１月２７日

ＳＡＡ： 野村 和義君
次回例会／１月３０日１２ ： ３０～
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■「平和プロジェクト」事業報告■

福岡空港での出発式

山本 東神楽町長挨拶

旭川のＰＲタイム

雪遊び体験 さむ！

交流事業参加者

佐世保 ・ 佐賀のＰＲタイム

特産品のプレゼント

極寒での記念撮影！

