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本日の出席率７１.４％：会員数４５名・出席２９名・欠席１２名・出席規定免除会員（４）１名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１２名・出席規定免除会員４名

　本日は佐世保商工会議所青年

部会長 吉野英樹様に卓話して頂

きます。

　今、 格差社会が問題になってい

ます。 母子家庭の貧困率は５割を

越え、 就労による収入は平均１８１万

円で、 先進国の中では低い方で

す。 これは子どもがいる他の世帯

に比べて非常に低く、 その５割以上が非正規雇用で、 仕事を掛

け持ちして暮らしている人も少なくありません。 働いても働いても

豊かになれないという状況が多いようです。

　佐世保中央ＲＣでも障害者支援は継続していますが、 佐世保

市の母子家庭への市営アパートの斡旋や医療補助等もありま

す。 明日を育む子供たちへの補助金制度の利用法 （年収にも

よりますが最大月額４万円程度、一人増えるごとにプラス３,０００円 )

の普及と同時に親と子の会話時間などへの支援も考える必要が

あるように思います。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

 　　佐世保東南ロータリークラブ

　　　 ３月１１日 （水） １２：３０→１９：００～

　　　　ラッキーボール　　レクレーション例会の為　  　

　　　　３月２５日 （水） 休会　定款第６条第１節により

　　　伊万里ロータリークラブ

　　　　３月３１日 （水） １２：３０→１８：３０～

　　　　ロイヤルチェスターホテル伊万里　夜の例会の為

　　　　４月　１日 （水） １２：３０→１８：３０～

　　　　西有田町　龍水亭　観桜会 ・ 長寿お祝い会の為

２．来　　信　

・国際ロータリー

      ザ ・ ロータリアン　２０１５年３月号

・ガバナー事務所

      ２０１４－１５年度ロータリー財団寄付目標額について　　  

・佐世保市

     「市制施行記念式典」 及び 「市政功労者表彰式」 のご案内

山瀧正久 職業奉仕委員長

　職場訪問例会は３月１９日、 米国海軍横瀬基地となっており

ます。 当日の出席者は３１名で、 船番所前に１１時３０分までに

集合して、 マイクロバスにて移動します。 例会は基地内ですの

で、 基地の指示によって行いますので、 ご協力をお願い致し

ます。

池永隆司 青少年奉仕委員長

＊第３６回ＲＹＬＡ開催のご案内

　日時　２０１５年５月２３日（土）～２４日（日）

　場所　平戸海上ホテル

　ホストクラブ　平戸ＲＣ

　参加対象者　　

　　ロータリアン、ローターアクト、インターアクト、

　　クラブ青少年奉仕関係２名以上　　　　　　　　

　　クラブ会長、幹事、青少年奉仕委員長

　　青少年：１４～３０歳までの地区内男女（学生も含む）

岡光正 国際奉仕委員長

　本日１８時３０分から水月にて先日の国際奉仕委員会事

業についての報告会を行います。参加者１２名の出席予定

です。オブザーバーの方のご出席をお願い致します。　　

　　　　　

前田眞澄  中央会幹事

　３月７日 （土） 第３回中央会 （北斗会対抗戦） を２８名のご

参加を頂き、 開催させて頂きます。 受付は１１時から行ってお

ります。 雨天時でも懇親会は行いますので、 よろしくお願い致

します。

　  ・（株）オクトン

     　２０１５年度カタログ　

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

三寒四温という言葉通り、 この２， ３日は寒いですが、 週末

から暖かくなってくるみたいですね。 花粉対策も必要ですが、

体調管理も気を付けましょう。 今日の卓話は佐世保商工会

議所青年部会長 吉野英樹様です。よろしくお願い致します。
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ＳＡＡ：崎元英伸君

次回例会／３月１２日１８：３０～

次回献立／牛肉のソテー、鮮魚のカルッパッチョ

西村浩輝直前会長

今朝早く８人目の孫が誕生しました。 無事に生まれたことに

感謝します。 ありがとうございます。

溝上純一郎会長エレクト

結婚記念日のお花、 ありがとうございました。 例年のことです

が家内も私も結婚記念日、 すっかり忘れていました。 今年で

４０年になりました。

平岩義明君 ・馬場貴博君 ・ 川島千鶴君 ・岡光正君 ・田中啓輔君

第３２代佐世保商工会議所青年部会長 吉野英樹様のご来

訪を歓迎致します。

橋口佳周君

大学の後輩であります、 吉野英樹青年部会長のご来訪を心

より歓迎致します。

岡田文俊君

「１００年の森佐世保」 が春の植樹祭を行います。 今回は鹿

町の潮音院というお寺です。 山の上の真言宗のお寺ですが、

中腹には５００年前の津波の跡が残っているそうです。 ３月１４

日に檀家さん達と３０００本植えます。 ポスター貼り、 よろしく

お願いします。

本日の合計　　　　   12,000 円

本年度の累計　　　 633,000 円

佐世保商工会議所 青年部会長

吉野英樹様

　戦前より祖父 （優） が個人商店として早

岐の地で農業機械の修理販売を行って

いましたが、 昭和２３年に法人化していま

す。 昭和４４年に長崎県下の販売店５社

が大同合意し、 共同出資したヤンマーの

販売店である長崎ヤンマー㈱を設立。 父 （勤） も祖父と共に取

締役として勤務していました。 また、現吉野優商店の所在地 （広

田） は長崎ヤンマー㈱の早岐支店として営業しておりました。 そ

の間、 吉野優商店は家賃収入のみの休眠会社となっています。

　

　平成７年に私も長崎ヤンマー農機販売㈱に入社し営業職、 管

理職として勤務しておりましたが、 平成１６年に販売店網を一括

管理したいというヤンマー本体の意向により株式を譲渡、 地域

の販売店から全国統一の販売店となっています。

　機械の大型化を目指すヤンマーの意向は中山間地である長

崎県の農業に合致せず、 旧来よりの顧客をないがしろにせざる

を得ない営業体型へと変化し、 祖父や父が築き上げてきた顧客

とのつながりを維持できなくなったため、 父と相談の上、 販売店

から脱却し個人店として、 地域と密接な関わりを持つ農機具店

として歩み出そうと決意し、 平成１７年に吉野優商店を改組して

■ ゲ ス ト 卓 話 ■

現在に至ります。

　佐世保商工会議所青年部には独立して１年ほど後、 平成１９

年４月に入会させて頂きました。 サラリーマン生活でしたので、

組織自体もよく分からず、 内容も右も左も分からない。 そのよう

な状態で過ごしていましたが、 半年も経たずに翌年の委員長と

いう役職のお声かけを頂きました。 当然ながら何をやっていいの

か、 どうすればいいのか、 知り合いも青年部内にほとんど以内

状態の中、 走り回っていました。 みんなの協力の下、 迷惑をか

けながらもどうにか一年を過ごし、 翌年は平メンバーでしたが、

同じ委員会でも重要な役割を頂き、 その頃に漸く周りが見えて

きた気がしました。 ゆっくり周りを見て、 言いたいことを言って楽

しんでいましたが、 翌年には副会長、 そしてその翌年には専務

理事という大役を頂き、 いつの間にか青年部全体でも重要な位

置に置かれていました。

　平成２５年度には佐世保では副会長、 兼務して日本商工会議

所青年部の副委員長として出向をさせて頂いています。 ４１０の

各商工会議所青年部を会員とする日本商工会議所の下部組織

である日本商工会議所青年部。 出向者がその事業を行います

が、 ２００数十名の意欲有る会員がその任を負います。 各青年

部から立候補や指名され、 県の連合会の推薦をもってその職に

就くことが出来ます。 当然ながら意欲も能力も活動力も並外れ

た青年部会員の集まりです。 その中で事業を行い語り合った経

験はいつまでも私の財産となるでしょう。

　そして今年平成２６年度、 会長職を仰せつかって今に至りま

す。当然ながら自分には到底無理だろうと断り続けていましたが、

日本出向の経験をみんなに伝えたい、 年度をまたいだ事業やコ

ンベンションの誘致活動をあおり続けてきた責任もあり一年間恩

返しの意味もこめて職務を全うしてきました。

　次年度平成２７年度は長崎県商工会議所青年部連合会の会

長職を拝命しております。 粛々と真摯に時には激しく一年間を

過ごして行ければと思っております。

　普段の生活では経験できない大きくて責任感のある立場は自

分にとっての糧となっています。 単年度制で、 この３月に次年

度に引き継ぐので、 この経験を次年度に引き継いで行くことが

使命だと感じています。 私に与えられたものが「役職」から「役割」

へと変化していくのだと思います。
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