


　

　

１．地区出前セミナーについてのお願いとお知らせ

　　（文書回覧）

　

　

●㈱ＪＲ大分シティ

　代表取締役社長　　松本　淳也

　職　業　分　類　　ビルディング管理

　所 属 委 員 会　　クラブ管理運営委員会　委員

　入　　会　　日　　令和４年８月16日

　推　薦　会　員　　吉野　敏成

●大分信用金庫

　理　　事　　長　　木村　浩樹

　職　業　分　類　　信用金庫

　所 属 委 員 会　　クラブ管理運営委員会　委員

　入　　会　　日　　令和４年８月16日

　推　薦　会　員　　尾野　文俊

＊入会のご挨拶をいただきました

・大分南ＲＣ「45周年記念式典」

　※お知らせ欄をご覧ください。

　

　

１．「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2022大分」

　　のご案内

　　日時　令和４年10月９日　14：30～17：30

　　場所　大分スポーツ公園　大芝生広場

　　ご案内文書を例会後ＦＡＸ送信しますのでご覧

　　ください。

　

“株式会社ＳＹＳＫＥＮ業務のご紹介／転勤の楽しみ方

　　　　　　　　　　㈱ＳＹＳＫＥＮ　大分支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　宮島　久之会員

１．株式会社ＳＹＳＫＥＮ業務のご紹介

　　株式会社ＳＹＳＫＥＮは、1954年設立。2018年

10月にコムシスホールディングスと経営統合し現

在に至っています。

　　本社は、熊本にあり従業員数は約560名、売上

高300億円強の会社です。

　　主な業務は、ＮＴＴ－Ｇｒ様からの発注による

電気通信インフラの工事施工や保守になります。

民需系では、太陽光発電設備、マンションの給排

水や空港レーダー等の設備建設工事も行っていま

す。また、カーボンニュートラル対応のメニュー

としては、ＮＴＴスマイルエナジ―様と協業した

蓄電池付き太陽光発電設備（無償設置）サービス

も扱っていますので是非、皆様の社屋などに設置

されては如何でしょうか？

２．転勤の楽しみ方

　　自己紹介をさせて頂きます。私は、1961年２月

の生まれで現在61歳です。佐賀県多久市の出身で

学歴は県立小城高校の高卒です。18歳で当時電電

公社の佐賀支店に入社し以来、九州外の５か所を

含め15回の転勤を重ね今に至っています。

　　各転勤地での思い出の場所や美味しい物を皆さ

んにご紹介したいと思います。

　　出身地佐賀は、全国版の名所は少ないですが、

吉野ヶ里歴史公園、祐徳稲荷神社、武雄温泉、多

久聖廟などがあります。お祭りとしては、バルー

ンフェスタが有名です。食べ物は、佐賀牛や呼子

のイカ御膳など、皆さんも食されたことがお有り

なのではないでしょうか？

　　有明海は、広大な干潟があり固有の生物がいま

す。ムツゴロウが有名ですが、ワラスボという生

物がいます。かなりグロテスクな表情をしており

映画「エイリアン」のモデルとも言われています。

　次に、珍しい食べ物としては、ワケノシンノスと

いう生物です。これはイソギンチャクのことでこ

の土地以外で食しているところは知りません。そ

れと、うなぎのせいろ蒸です。私のお勧めは、元

祖本吉屋ですが、多い日には注文してから１時間

程度かかりますのでご注意ください。

　　東京の水道事情は、かなりひどかったですね。

葛飾区に住んでいたのですが、金町浄水場からの

給水で日本一「まずい水」として有名でした。

　今では、浄水技術も高くなったので格段に美味し

くなり、一時は「東京水」として販売していたそ

うです。

　　熊本で一番記憶に残っているのは６年前の地震

です。震度７が２回（４月14日、16日）発生しま

したが、我が家では多少の被害ですみました。

　　一番衝撃的だったのは、妻の行動です。立って

歩けないような揺れのなか真っ先に台所へ行き、

食器棚を手で支えたのです。彼女にとって何が一

番大事だったのか…？ですね。

　　最初の大阪住まいは「だんじり祭り」で有名な

岸和田です。毎年、敬老の日前後に行われ、囃子

方や引手など１か月位前から毎日練習を行う熱の

入れようでした。近くの公園で拾った、ミドリガ

メは御年22歳で今でも元気です。

　　鹿児島で一番記憶に残っているのは、縄文杉ま

で往復10時間かけた後に飲んだビールですね。一

生忘れられない美味しさでした。

　　下関は、「赤間神宮」やカローラのＣＭロケ地

となった「角島大橋」などが有名です

　　最後は、前任地の福岡です。「鬼滅の刃」の聖

地と言われています、宝満宮竈門神社や、元号

「令和」の典拠となった坂本八幡宮も大宰府にあ

りますので皆さんも一度は行かれては如何でしょ

うか？

　　これまでで、何処が一番良かったですか？とよ

く質問されますが、私にとって一番は大分と思っ

ています。これからも宜しくお願いいたします。

　

　

●大分南ＲＣ 会長　古本　太会員（１口）

　本日は45周年のキャラバンにまいりました。貴重

な例会の時間をいただきありがとうございます。

●大分南ＲＣ 幹事　三股正幸会員（１口）

　本日は大分南ロータリークラブの45周年の記念例

会のご案内をすべくお伺いしました。親クラブであ

る大分ロータリークラブ様の手厚い歓迎に感銘を受

けました。

●三苫博幸会員（２口）

　本日、８/16が私の誕生日のピタリ賞ということ

と、これまでお盆期間中で小さい頃から家族以外に

お祝いしてもらった事がなかったため、大勢の方に

お祝いしていただけた嬉しさにニコボックス２口さ

せていただきます！！（笑）

　

　

■８月26日　18：30～20：00

　地区新会員オリエンテーション（ＺＯＯＭ）

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

８月28日　野外家族例会 (８/30の繰上げ例会)

　　　　　　バス車中で例会後出発

　　　　　　参 加 者：馬場、橋本仁、橋本均２、

　　　　　　　　　　　森若、三笘２、松本、

　　　　　　　　　　　中野２、永田２、西野、

　　　　　　　　　　　小野、緒方保、緒方正、

　　　　　　　　　　　尾野２、鈴木、杉原５、

　　　　　　　　　　　澤田、髙山２、武石、徳高、

　　　　　　　　　　　山本２

　　　　　　例会のみ：阿部、松井、佐藤洋、浦川

９月６日　松井会員卓話

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

”

お　知　ら　せ

例　会　予　定山本幹事幹　事　報　告

社会奉仕委員会　石井委員長委 員 会 報 告

イベント告知

新会員入会式

卓　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 9/30(金)

ト キ ハ 会 館大分1985

8/29(月)

9/12(月)

9/26(月)

9/28(水)大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

土　屋　勝　俊９月13日号

尾　野　文　俊９月27日号

中　村　直　樹10月４日号

吉　野　敏　成９月６日号

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。
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　　のご案内

　　日時　令和４年10月９日　14：30～17：30

　　場所　大分スポーツ公園　大芝生広場

　　ご案内文書を例会後ＦＡＸ送信しますのでご覧

　　ください。

　

“株式会社ＳＹＳＫＥＮ業務のご紹介／転勤の楽しみ方

　　　　　　　　　　㈱ＳＹＳＫＥＮ　大分支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　宮島　久之会員

１．株式会社ＳＹＳＫＥＮ業務のご紹介

　　株式会社ＳＹＳＫＥＮは、1954年設立。2018年

10月にコムシスホールディングスと経営統合し現

在に至っています。

　　本社は、熊本にあり従業員数は約560名、売上

高300億円強の会社です。

　　主な業務は、ＮＴＴ－Ｇｒ様からの発注による

電気通信インフラの工事施工や保守になります。

民需系では、太陽光発電設備、マンションの給排

水や空港レーダー等の設備建設工事も行っていま

す。また、カーボンニュートラル対応のメニュー

としては、ＮＴＴスマイルエナジ―様と協業した

蓄電池付き太陽光発電設備（無償設置）サービス

も扱っていますので是非、皆様の社屋などに設置

されては如何でしょうか？

２．転勤の楽しみ方

　　自己紹介をさせて頂きます。私は、1961年２月

の生まれで現在61歳です。佐賀県多久市の出身で

学歴は県立小城高校の高卒です。18歳で当時電電

公社の佐賀支店に入社し以来、九州外の５か所を

含め15回の転勤を重ね今に至っています。

　　各転勤地での思い出の場所や美味しい物を皆さ

んにご紹介したいと思います。

　　出身地佐賀は、全国版の名所は少ないですが、

吉野ヶ里歴史公園、祐徳稲荷神社、武雄温泉、多

久聖廟などがあります。お祭りとしては、バルー

ンフェスタが有名です。食べ物は、佐賀牛や呼子

のイカ御膳など、皆さんも食されたことがお有り

なのではないでしょうか？

　　有明海は、広大な干潟があり固有の生物がいま

す。ムツゴロウが有名ですが、ワラスボという生

物がいます。かなりグロテスクな表情をしており

映画「エイリアン」のモデルとも言われています。

　次に、珍しい食べ物としては、ワケノシンノスと

いう生物です。これはイソギンチャクのことでこ

の土地以外で食しているところは知りません。そ

れと、うなぎのせいろ蒸です。私のお勧めは、元

祖本吉屋ですが、多い日には注文してから１時間

程度かかりますのでご注意ください。

　　東京の水道事情は、かなりひどかったですね。

葛飾区に住んでいたのですが、金町浄水場からの

給水で日本一「まずい水」として有名でした。

　今では、浄水技術も高くなったので格段に美味し

くなり、一時は「東京水」として販売していたそ

うです。

　　熊本で一番記憶に残っているのは６年前の地震

です。震度７が２回（４月14日、16日）発生しま

したが、我が家では多少の被害ですみました。

　　一番衝撃的だったのは、妻の行動です。立って

歩けないような揺れのなか真っ先に台所へ行き、

食器棚を手で支えたのです。彼女にとって何が一

番大事だったのか…？ですね。

　　最初の大阪住まいは「だんじり祭り」で有名な

岸和田です。毎年、敬老の日前後に行われ、囃子

方や引手など１か月位前から毎日練習を行う熱の

入れようでした。近くの公園で拾った、ミドリガ

メは御年22歳で今でも元気です。

　　鹿児島で一番記憶に残っているのは、縄文杉ま

で往復10時間かけた後に飲んだビールですね。一

生忘れられない美味しさでした。

　　下関は、「赤間神宮」やカローラのＣＭロケ地

となった「角島大橋」などが有名です

　　最後は、前任地の福岡です。「鬼滅の刃」の聖

地と言われています、宝満宮竈門神社や、元号

「令和」の典拠となった坂本八幡宮も大宰府にあ

りますので皆さんも一度は行かれては如何でしょ

うか？

　　これまでで、何処が一番良かったですか？とよ

く質問されますが、私にとって一番は大分と思っ

ています。これからも宜しくお願いいたします。

　

　

●大分南ＲＣ 会長　古本　太会員（１口）

　本日は45周年のキャラバンにまいりました。貴重

な例会の時間をいただきありがとうございます。

●大分南ＲＣ 幹事　三股正幸会員（１口）

　本日は大分南ロータリークラブの45周年の記念例

会のご案内をすべくお伺いしました。親クラブであ

る大分ロータリークラブ様の手厚い歓迎に感銘を受

けました。

●三苫博幸会員（２口）

　本日、８/16が私の誕生日のピタリ賞ということ

と、これまでお盆期間中で小さい頃から家族以外に

お祝いしてもらった事がなかったため、大勢の方に

お祝いしていただけた嬉しさにニコボックス２口さ

せていただきます！！（笑）

　

　

■８月26日　18：30～20：00

　地区新会員オリエンテーション（ＺＯＯＭ）

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

８月28日　野外家族例会 (８/30の繰上げ例会)

　　　　　　バス車中で例会後出発

　　　　　　参 加 者：馬場、橋本仁、橋本均２、

　　　　　　　　　　　森若、三笘２、松本、

　　　　　　　　　　　中野２、永田２、西野、

　　　　　　　　　　　小野、緒方保、緒方正、

　　　　　　　　　　　尾野２、鈴木、杉原５、

　　　　　　　　　　　澤田、髙山２、武石、徳高、

　　　　　　　　　　　山本２

　　　　　　例会のみ：阿部、松井、佐藤洋、浦川

９月６日　松井会員卓話

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

”

お　知　ら　せ

例　会　予　定山本幹事幹　事　報　告

社会奉仕委員会　石井委員長委 員 会 報 告

イベント告知

新会員入会式

卓　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 9/30(金)

ト キ ハ 会 館大分1985

8/29(月)

9/12(月)

9/26(月)

9/28(水)大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

土　屋　勝　俊９月13日号

尾　野　文　俊９月27日号

中　村　直　樹10月４日号

吉　野　敏　成９月６日号

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。


