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皆さん、こんにちは。先週

は令和５年度第１回目とな

る新年例会を欠席しまして、

会員の皆様、式典例会・出席

委員会そして執行部の皆様

に大変ご迷惑をお掛けしま

した。例会欠席でのご迷惑は

例会にて少しずつお返しし

ていきたいと思います。 

特に会長代行をして頂きました川島副会長には会長

副会長幹事交代式での懇親会挨拶に続き２回目と大変

お世話に成っております。２度あることは３度あると

のことわざも有りますので、もう１回あると常に心の

準備をして頂いてればと思います。川島副会長の挨拶

も少々長かったとお聞きしております。これも私の挨

拶が長い為と反省しております。本日の挨拶は短くな

るよう心掛けしたいと思います。 

今週のロータリー活動ですが、１６日月曜日第６回

佐世保市内８ＲＣ会長幹事会が有っております。今回

は中央クラブの担当でしたので、私がコロナ自宅療養

中でしたので、順延も考えたのですが、ＩＭの申し込み

締日の１３日の後とコロナ感染者が増えている中での

例会をどうするかという先延ばしできない案件も有り、

またまた、川島副会長に代行をお願いし、予定通り１６

日に開催させていただきました。香月幹事にはご苦労

をお掛けしました。詳細は後程香月幹事より報告がさ

れるかと思います。同日、稲次賢一委員長の下、親睦活

動例会委員会が開催されています。議案は延寿会の件

です。これも来月間近の予定との事で、本日例会の後、

臨時理事会を行わせて頂きたいと思っております。会

員の皆様には申し訳有りませんが、若干例会を早めに

終了させて頂きます事をご理解とご了承をお願いした

いと存じます。 

１７日火曜日 第９回ＩＭ実行委員会が開催されて

おります。これも１３日の申し込みとアンケートの回

収状況を踏まえての詰めの段階に入った大事な委員会

と成っています。 そして昨日、田雑豪裕国際奉仕委員

長の下、国際交流委員会が岡光正ロータリー財団・米山

委員長も同席の中、開催されました。釜山・ヨンサンＲ

Ｃとの交流の件と将来において国際交流の幅を広げる

選択肢を増やすと言う意味合いでの日本とタイ王国と

の交流フォーラムについての紹介、レクチュアーが行

われました。後程、倉科聡一郎国際交流委員長より委員

会報告が有るかと思います。また、同日にＩＭのオープ

ニングビデオの撮影が行われています。宮崎正典監督

の厳しい演技指導の中、関係者の皆様、慣れない作業、

ご苦労様です。着々とＩＭ開催に向けて実働されてい

ます。 

そして本日夕刻、パスト会長会をセントラルホテル

にて開催させていただきます。 

今日ご紹介させていただきましたここ１週間のロー

タリー活動だけでも、これだけ多くの活動がされてい

ます事に感謝申し上げます。私もお休みした分、皆様に

追いつくよう頑張って行かなければと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
 ■ガバナーエレクト事務所 

  ・コーディネーターニュース２月号送付 
・第１５回全国 RYLA研究会  
５月２０日（土）１３時～  
札幌グランドホテル  

・ロータリー国際大会のご案内 
５月２７日（土）～３１日（水） 
オーストラリア メルボルン   

 

 

 

 

 

本日の出席率８６.９５％：会員数５２名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員７名・ビジター２名 

前々回の修正出席率８７.７５％：出席３３名・メークアップ０名・出席規定免除会員１０名 
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佐世保南ＲＣ 浦郷 泰孝様 

       池内 彰雄様 

 

 

 

 

   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 

 

 

 

 

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５１年１月１０日 橋口 輝宗 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田 眞澄会長 ・ 川島 千鶴副会長 ・ 香月 章彦幹事 
本日は佐世保南ＲＣ 浦郷 泰孝様、池内 彰雄様にご

来訪頂いております。お忙しい中でのご来訪、ありが

とうございます。 

先週は諸事情により会長として２回目の欠席をして

しまい、申し訳ございませんでした。コロナの感染状

況はまだ落ち着く気配がみられませんので、皆様も

体調にはお気を付けてお過ごしください。 

さて、本日は深堀君による新入会員卓話となってお

ります。色々とお話いただけることを楽しみにして

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

竹本 慶三君 
お誕生日祝いありがとうございます。 

橋口 佳周君 
昨日のＩＭ撮影会、ご参加の皆様お疲れ様でした。

また、来週の会員卓話は大学の後輩の深堀君の新入

会員卓話です。皆様、よろしくお願い致します。 

南部 建君 
色々とご心配をおかけしました。無事に戻って来ま

した。 

本田 実君 

誕生祝いありがとうございました。 

吉野 英樹君 
新年早々の１月４日誕生日を迎えることができまし

た。ありがとうございます。 

稲次 賢一君 
先週日曜日にアドバンスの資格を取得出来ました。

極寒の海を皆様にはおすすめしませんが人生経験と

しては、一度は有りだと思いました。これからも精

進する意味もふまえてニコニコします。 

藤井 寿人君 
苦節３年、先日、１級土木施工管理技士にやっと合

格する事ができました。今年は、１級電気施工管理

技士に挑戦する予定です。引き続き頑張ります。 

 

 

本日の合計            14,000 円 

本年度の累計          606,000 円 

 

 

 

 

 

 

◆新入会員卓話◆ 
 

株式会社 メモリード  

常務取締役 深堀 博英君 

 

 

「①平成の経済を振り返って」 

 

〇銀行入行 S63年。翌年から平
成へと変わる。 

〇就職活動時よりバブル経済真っ只中。 

〇バブル崩壊 1993年(H5年 10月) 

 ・株価のピーク 1989年(H元年 12月)38,915円 

〇金利 

 ・10年国債ピークは 1990年 8% 

(現在 0.25%～0.５%) 

  現在の定期預金金利 0.002% 。 

一億円で 2000円の利息。 

〇不動産 

 ・バブル崩壊時に一旦大幅下落するも、その後住
宅地については 2極化。 

 ・アパート、ホテル、ビジネス用賃貸ビルに向い
てる土地は価格上昇。 

 ・ただし今後は人口減少を主要因に地方の土地価
格は下落する予想。(私見) 

〇人事、採用 

 ・大量採用から最小人数採用１５名(平成 15年)。
現在４０代の働き盛りが最も薄い層。 

 ・おそらく日本中の企業で同じく 40代がいない
いったいどこに消えたのか? 
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「②県内各地の特色」 

 

<長崎市・長与・時津> 

 ・元「天領」「出島」江戸時代からの遺産で食べ
ている町。 

 ・明治になってからは三菱重工が経済をけん引。 

 ・県庁所在地としての利点。中央企業の支社、 

支店が多い。 

 ・現在、過去の遺産を食いつぶし、 

町は衰退する。人口減少(社会減)が著しい。 

 ・観光業以外、今後の発展は難しい街。 

 ・経営者も過去の遺産がそこそこあるので、 

思い切った改革を中々しない。現状維持。 

 

<諫早> 

 ・佐賀藩諫早領。長崎県諫早市でなく、 

諫早のイメージ。 

 ・町の印象は「ぼやっとした街」どこが中心なの
か、特徴があるとかが薄い。 

 ・長崎県の中心で交通の要にも関わらず、 

道路がどこに走っているか不明瞭。  

 ・ソニー効果で経済状況は良い。 

 ・賃貸アパートも相場+1万～2万の状況がずっと
続いている。 

 ・ビジネスホテルも高稼働が続いている。 

 ・今後の島原道路の完成はさらに諫早に追い風。 

 ・行政(市長・市役所職員)が市民を見ていない度
No1。おそらく、何十年も市役所の職員が市長
になって来た悪影響。 

 

<島原> 

 ・島原の乱の影響がいまだに残る町。隣町同士の
仲がよろしくない。 

・よって、島原全体で行う企画が出来ない。 

 ・農地あり、漁業あり、温泉あり、土地ありで 

ポテンシャルは高い地区。 

 

<大村> 

 ・名前のとおり、ビッグカントリー、大きな村。 

 ・経営者同士も大村内で経済を回す意識強く、 

よそ者が最も入り難い土地 

・一方、外を攻めることも無いので、大きな企業
が育たない。 

 ・各業種で県内トップ 10位に入る企業がほとん
どない。 

 ・空港、高速道路、新幹線全てあり、 

また県のほぼ中心にあり立地は最高。 

 ・大村ボート等、行政による街づくりの成功例。
いまだに人口が増加している地域。 

 ・自衛隊との関係も良く、地域経済に貢献。県外
出身の自衛官が最終大村で自宅購入者多い。 

 ・鈴田峠の 4車線化も追い風。 

 

<佐世保> 

  ・県内で最もアグレッシブな経営者が集う街。 

 ・長崎の天領等、与えられた物で経営することが

出来ないハンディを跳ね返す、 

  常に戦う姿勢を持ち続けている街。 

 ・長崎の企業が、佐世保にお店や支店を出して
も、儲からず撤退。 

 ・逆に佐世保の企業が、長崎に出店・支店を出し
ても十分にやっていける。 

 ・足元の経済環境は佐世保が一番厳しい。プラス
材料がない。 

 ・IRが仮に決定すれば一部の企業はビジネスチ
ャンスになるかも、 

  一方地域における人材不足に拍車かける、人件
費の高騰等「負」の側面も 

 

 

「③私がビジネスで大事にしている点」 

 

⑴ 企業は「人なり」 

 〇経営者次第で会社は大きくもなり、潰れること
もある。経営者の責任は重い。 

 〇いかに優秀な人材を育てられるか、 

確保できるか 

 〇後継者問題。 

ここで失敗する企業は多数出てくると予想。 

 

⑵ 縁を大事にする。 

 〇いろんなビジネスの形があるが、私は縁を大事
にするビジネスが大好き。 

  銀行もそしてメモリードも縁を大事にするビジ
ネスモデルであり、私の大好きな形。 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：鶴田 明敏君 

次回例会１月２６日１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


