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《新入会員卓話》 

「私の職業」 

井上隆三 会員 

  

 こんにちは、新

入会員の井上隆三

です。 

 今回は、新入会

員卓話という事

で、私の生業であ

る看板業について

卓話をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

まずは、事業所についてですが会社名を有限会社井

上プラスチックと申します。昭和42年に祖父が起業

し、私が3代目であります。創業当時は、アクリル板

や塩ビ板が看板の材料として使われ始めたころであ

りました。それまで内照式の看板はガラスで作られ

ており重量があり危険であったためそれに代わる材

料として使われ始めました。 

また加工がし易いという特徴からショーケースや工

業製品など広く使われるようになったころでした。 

平成5年3月に2代目である父が法人化し、井上プラス

チック工芸社から有限会社井上プラスチックに社名

変更しました。 

所在地は、佐世保市野中町55番地にあります。 

事業内容は、主に看板製作を行っております。 

まずは、看板の種類は壁面看板や自立看板・掲示

板・テント看板など様々あります。 

看板製作の流れとしまして、まず打合せを行いま

す。看板の使用目的や納期など、お客様のご要望を

お聞きし、現地調査・企画・提案をしながら、より

良い看板の製作をできるよう打ち合わせします。看

板製作の上で最も大事な箇所でもあります。看板の

イメージ・看板の種類、大きさ、デザインを決定し

ます。 

次に看板枠の製作をします。看板の種類により、鉄

工工事や木工工事・電気工事等を施します。 

次いで看板面製作にはいります。面板の材料として

は、アクリル板やアルミ複合板が主に使用され、そ

の表面にインクジェットプリントされた粘着シート

を貼ったり、カッティングシートを文字の形状に

カットした切文字を貼って作成します。 

そして看板の設置になります。看板の種類によって

基礎工事やアンカー設置や高所作業を行います。安

全を第一に、確実・丁寧に看板の取り付けを行って

います。電球の交換、老朽化など、アフターサービ

スなども行っております。 

近年、管理されていない屋外広告物の損壊で負傷事

故等が各地で発生しており、佐世保市もその対策に

力をいれております。安心安全なまちづくりのため

にも屋外広告物の管理点検をお願い致します。 

 

 

「私の職業」 

茶村亜子 会員 

「はじめまして。

茶村亜子と申しま

す。この度、佐世

保北ロータリーク

ラブに入会させて

頂き、ありがとう

ございました。

1982年から18年間

父が、チャーター

メンバ ーとして、北ロータリークラブにお世話に

なっており、今回、是非北クラブに、という父の強

い想いがあり、後を継ぎ、北クラブに入会させて頂

く運びとなりました。 

光月町の有限会社寿屋貸衣裳店という会社の代表

を務めております。 

総合ブライダル業ということで、貸衣裳全般、式
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ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて 

Weekly Report 



③10/22（月）次回例会は委員会卓話 ＩＴ・公共イ 

 メージ委員会です。 

 

《来訪ロータリアン》 

・北松浦ＲＣ 湊 浩二郎君 

   

《委員会報告》 

 35周年記念事業委員会 緒方信行委員長 

組織図を作成しセルフボックスに入れておりますの

で宜しくお願いします。  

 

 

《ＲＩニュース》 

国際大会の魅力 

ハンブルグで一生の思い出をつくろう 

ロータリーの最新ニュースや活動のアイデアが得ら

れる2019年国際大会に出席すれば、あなたもロータ

リーの「情報通」に！友愛の家での出会いが、新し

いプロジェクトに発展することもあります。インス

ピレーションあふれる講演を聞けば、行動への意欲

がさらに高まるでしょう。 

 

興奮と活気につつまれた国際大会にぜひご出席くだ

さい。大会前会議、非公式関連行事、ロータリーと

ホスト組織委員会のチケット制行事にも参加して、

新しい文化と考え方に触れてみてはいかがですか？ 

 

 アイデアの宝庫 

さまざまな人との交流を通じて、奉仕活動の新しい

アイデアを得ることができるでしょう。世界的に著

名な人たちの講演を聞き、分科会に参加して刺激を

受け、友愛の家に設置される数多くの展示をめぐれ

ば、画期的なアイデアがきっと見つかります。 

 

 生涯の友人を得る 

新会員もベテラン会員も、年に1度の国際大会に出席

すれば、ロータリーの真の国際性を実感できるでし

ょう。言葉や文化は違っても、奉仕と親睦という共

通の 

絆で結びついているのがロータリーファミリー。こ

こでの出会いが一生の友情につながることもありま

す。旧友と再会できるチャンスがあるのも、国際大

会の魅力です。 

 

 より良い地域づくりに役立つ情報を学ぶ 

国際大会には学びの機会があふれています。プロジ

ェクトを成功させるための新たなアプローチ、入会

者を集める方法など、クラブに戻って実践できるア

イデアが見つかるはずです。 

 

 忘れられない思い出に 

ホスト組織委員会が、すべてのロータリーファミリ

ーが楽しめる活動やイベントを企画しています。 

 

 

場紹介、結婚式のプロデュース、写真事業を主に展

開しております。 

今後、しっかりロータリアンにふさわしい人格に

なれるよう歩んで行きたいと思っておりますので、

ご指導の程宜しくお願い致します。  

 

 

《会長挨拶》 

                森  豊 会長 

※ご当地ナンバープレートのこと 

今月から長崎と佐世保で使われるご当地ナンバー

プレートにはステンドグラスがデザインされていま

す。ナンバープレートについては12年ほど前にオレ

ンジ通信に書いています。 

ウォーキングコースのニミッツパークで、アメリ

カで使われているナンバープレートを付けた車を見

かけました。オレゴン州のナンバープレートでした

。オレゴン州では有名な山なのでしょうか、山の絵

文字が描かれていて洒落ているなあと思ったもので

した。 

長崎だったら、蛇踊りやコッコデショの座布団を

佐世保だったら九十九島に沈む夕焼けなどをデザイ

ンしたものが長崎のナンバープレートに描かれたら

と、行政の壁は厚いのでまさか実現するとは思わず

願望を書かせてもらいました。ステンドグラスは思

いつきませんでしたが、ご当地ナンバープレートの

アイデアが12年前の私のアイデアから生まれたもの

であれば、わたしのアイデアもまんざら捨てたもん

じゃないなあと、プチ自慢です・・・ 

 

 

《幹事報告》 

松田信哉 幹事 

1．来 信 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 ハンブルグ国際大会のご案内資料 

 

・ガバナー事務所 

 ①2018～2019年度 地区名簿 

 （会長・幹事・地区委員2名、事務局分） 

 ②国際大会に関する件（地区ツアーについて） 

 

・ホテルオークラＪＲハウステンボス 

 10月16日（金）国際ロータリー第2740地区 

 地区大会「ＲⅠ会長代理歓迎晩餐会」 

 11月17日（土）同「記念懇親会」御臨席を賜りま 

 す方々の食品アレルギーの確認について 

 

２．伝達事項 

 

 ①10/27（土）海上自衛隊記念日式典・祝賀会が開 

  催されます。（森会長・松田幹事出席） 

 ②10/26（金）クラブ事務局をお休みさせていただ 

  きます。 



本日は井上会員、茶村会員の新入会員卓話です。 

緊張せずにリラックスしてお話下さい。 

 
 平石晃一君  

20日の家庭集会、ロータリー情報委員会渡会委員長

ご苦労様でした。出席された皆さん大変有意義な勉

強会でロータリー活動の一片が理解できたのではな

いでしょうか。また村瀨会員には調理担当で大変ご

苦労様でした。 

永田会員には、家庭集会の都度場所の提供大変お世

話になりありがとうございます。 

今日の会員卓話井上さん茶村さん、楽しみにしてい

ます。 

 
 富田耕司君  

このたび天皇皇后両陛下におかれ11月9日赤坂御苑に

おいて御催しの園遊会にお招きを頂きましたので感

謝を込めてニコニコいたします。 

 

 インターアクト地区委員 小川 寛君 

 インターアクト委員会  宮﨑有恒君  

10月20日の「インターアクトクラブ交流会」森会長

、松田幹事をはじめ参加のみなさまお疲れ様です。

いつも快く会場提供の永田委員、食材手配から大変

でした料理長の村瀨会員、ありがとうございました

。天気に恵まれ、参加者のみなさんが楽しく過ごし

無事終了することができホッとしております。 

新入会員卓話、井上会員・茶村会員ガンバッテ下さ

い！ 

 

 東田賢二君  

一昨日インターアクトクラブでは大変お世話になり

本当にありがとうございました。高専の学生はもち

ろん私も大変素晴らしい時間をいただきました。 

深く深く感謝いたします。 
 
 井上隆三君 茶村亜子君  

本日は、新入会員卓話をさせて頂きます。 

不慣れでお聞き苦しいと思いますががんばります。 
 
 福田俊郎君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

 緒方信行君 中山 誠君 古賀新二君 湯口純二君 

 峯 徳秀君 牧野博一君 蒲池芳明君 松永祐司君 

 近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 

 八木順平君 中川信次君 

 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 二ノ宮 健君    

20日の家庭集会、出席された皆様お疲れ様でした。

永田委員にはいつも場所提供いただき、ありがとう

ございます。本日の井上会員、茶村会員、卓話楽し

みにしています。 

 

 

 ホスト組織委員会のサイトをチェック！ 

歴史と現代文化が入り交ざったハンブルグは、独特

な趣をもつ街です。気さくな地元市民とのふれあい

、数々のエンターテイメントなど、たくさんの思い

出をつくることができるでしょう。 

 

登録料 

登録は6月23日に受付開始となります。下記の料金は

すべて米ドルでの表示です（税込み）。オンライン

での登録は、日本円でのお支払いが可能です。 

 特別プロモーション割引：6月23～27日 

6月23～27日にハンブルグ大会にご登録いただくと、

特別プロモーション割引で登録料が350ドルとなりま

す。この割引登録料を適用するには、6月27日午後11

時59分（シカゴ時間）までに全額お支払いいただく

必要があります（ローターアクターの特別プロモー

ション割引登録料は100ドルです）。 

登録料に含まれる内容： 
・国際大会の開会式、閉会式、本会議への入場 
・情報豊かな分科会への参加 
・友愛の家に設置された各種ブースでのネットワー 

 クづくりや情報交換 
・友愛の家と本会議での地元アーティストによるエ 

 ンターテイメントと音楽 
 

 

《ニコニコＢＯＸ》 

鐘ヶ江 和重 親睦活動委員 

 

 北松浦ＲＣ 湊 浩二郎君  

久しぶりのメークアップです。また、ちょくちょく

おじゃまさせて頂きます。今後とも宜しくお願いし

ます。 

 

 森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

湊浩二郎様、本日のメークアップありがとうござい

ます。最後までごゆっくりされてください。先週の

土曜日に、佐世保高専のインターアクト主催による

、市内インターアクト交流会が開催されました。天

候にも恵まれ、西海学園のインターアクトの学生と

引率の先生並びに佐世保ＲＣの青少年委員会の方も

参加していただき、非常に有意義な交流会となりま

した。尽力をつくされた宮﨑委員長、ご苦労様でし

た。また、小川地区委員はじめ参加された皆様大変

お疲れ様でした。その夜には、続けてロータリー情

報委員会主催の家庭集会も開催されました。森会長

と蒲池エレクトの熱い話に感動しました。3年未満の

中川会員、井上会員、茶村会員を始め、ご参加の皆

様ありがとうございました。渡会委員長、お疲れ様

でした。永田会員には終日、別荘をお貸し頂き、い

つものことながら本当にありがとうございました。

また、村瀨会員、井上会員、料理の段取りありがと

うございました。 
本日の合計 38,000円      累計 479,000円 

IT会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 船津 学 ） 


