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本日の出席率８６.８％：会員数３８名・出席３１名・欠席５名・出席規定免除会員（２）２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７名・出席規定免除会員２名

　皆さんこんにちは。 益々暑い日

が続いています。 釜山蓮山ロータ

リークラブ　２００３～２００４年度 徐 

元浩第１４代パスト会長が亡くなら

れたとの訃報が７月２８日事務局よ

り入ってきております。 ご冥福をお

祈りします。

　第２回目の会員増強特別委員会が開かれ、 多数の名前が上

がってきておりますので楽しみです。 昨日は、 長崎しおかぜ総

文祭が開幕し、 佐世保地区では長崎県立佐世保特別支援学

校の太鼓部も佐世保駅前広場で演奏され、 ビデオ撮りしてきま

した。

　前回、 体にいいことについて話しをさせていただきましたが、

続けて今回も、 「ありがとう」 という言葉が体にいいことを知り、

健康のために 「ありがとう」 を活用しています。 病気にならない

方法も同じように 「ありがとう」 です。 本当に幸せを感じるときは、

今現在自分がいかに恵まれているかを気がついたときです。 健

康もそうだと思います。 風邪等ちょっとした病気になっても健康

のありがたみを実感するときがあります。

　朝起きて神棚、 仏壇の前でも念仏代わりに 「ありがとうござい

ます」 と唱えながら手を合わせております。 「ありがとう」 と言って

いると、 健康になるという宇宙の方程式があるようです。 なぜか

と言われてもどうしてなのか、 小林 正観さんもよくわからないと

いっていますが。 聖書の中に 「なぜかなぜかと問いかけることな

かれ」という言葉があるようです。「ありがとう」と言うと健康になるっ

て本当ですか？と問いかけること自体が健康になることを否定し

ているようです。 私は欲深いですから良いといわれるものには何

でも一度は試してみようと思っています。 今、 ここにこうして健康

で居られることに感謝しております。

　クラブスローガンにしています、 「淡々とロータリーを楽しむ」 あ

りがとうの心で、 という事で、 暑さの中、 健康に留意されて一日

一日を過ごして、 いただきたいと思っております。 ありがとうござ

いました。

八重野一洋 会員増強特別委員会副委員長
　７月２６日 （金） 第２回委員会を開催しました。 各委員会より新

入会員見込みリストを多数ご提出して頂きました。 入会促進方法

を考慮し、 積極的にお声かけをしたいと思います。 第３回は８月

２３日 （金） です。 どなたでも出席自由ですので、 宜しくお願い

します。

本田実 親睦活動委員長
　来週８月８日にあります， 納涼例会は皆様のご協力により約７０

名近くの参加者になりました。 抽選会の品物を今求めております。

南部建 社会奉仕委員長
　１１月に東日本大震災の為のバザーを企画していますので、

是非、 商品のご提供のご協力を宜しくお願いします。

牛島義亮 ２０１３～１４年度中央会会長
　２０１３～１４年度第１回中央会を９月２１日 （土）、 スタート時

間１２時４０分、 佐世保カントリー倶楽部で開催します。 ご参

加を宜しくお願いします。 　

 １．例会変更
　    ありません。

２．来　　信
 　 ・ガバナー事務所
　　①２０１３～２０１４年度地区名簿並びに正誤表

　　  ②社会奉仕事業アンケートご協力のお願い

　　　③８月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１００円

　　　④ガバナー事務所宛月次報告について

・直前ガバナー事務所
　２０１２～１３年度月信１３号掲載データの確認のお願い

３．伝達・通知
       ・本日、 例会終了後に理事会をを開催します。

 ・ ８月８日、 来週の例会は納涼例会となっています。



Birthday

山田伸二君
皆さん、 私の事をご存じかと思いますが、

改めまして紹介させて頂きます。 ２０１３

年６月に入会させて頂きました山田伸二と

申します。 皆様には顔と名前を覚えて頂

いているのですが、 私は入会して２ヶ月

も経つのにまだ顔と名前が一致しておりません。 １日でも早く顔

と名前を覚えて佐世保中央ＲＣを盛り上げて行きたいと思いま

す。 私、 山田伸二 （旧姓岡崎） は生まれも育ちも佐世保市大

宮町で、 地元の福石小学校、 福石中学校を卒業し、 高校は

西海学園高等学校へと進学しました。 中学校、 高校時代は勉

強もせず陸上競技に励み、 高校３年の時は陸上部の部長を務

めました。

　平成２年３月に高校を何事もなく無事に卒業したのですが、

世の中はバブル崩壊後の不況で就職難。 やりたい仕事もなく

高校の先生に勧められるまま、 地元のスーパーに就職しまし

た。 ２４才の時に 「このままではいけない。 手に職を付けなけ

れば。」 と思い、 「職人＝建設業」 と思い込み建設業関係の

仕事に就く事になりました。 この時務めていた会社は接着剤の

「ボンド」 で有名なコニシ株式会社の工事部の下請け会社でコ

ンクリート構造物のマンション、 トンネル、 橋梁などの耐震補強

工事、 維持修繕工事を行っておりました。 今でこそこの仕事は

長崎県内での仕事はありますが、 １０年～１５年前までは全く仕

なく県外での仕事が主でした。 この仕事では色々な所に行か

せてもらい沖縄を除く、 九州全県、 山口、 広島、 岡山、 四国

へと出張ばかりで佐世保にはほとんどいませんでした。

　妻と知り合ったのは今から１９年前、 私が２３才、 妻が１８才の

時でこの時は知り合い程度で、 付き合いだしたのは私が２７才、

妻が２２才の時でした。 結婚は西海町に移り住んだ翌年の平成

１７年１１月で， 今年で８年目です。 子供は男の子１人で保育

園の年長さんです。

　私の趣味ですが、若い頃は魚釣り（ブラックバス）にアウトドア、

ギター （飾っているだけですが）、 バイクなどです。 少し前まで

は自分に課題を課し、 １年間にひとつの免許･資格の所得しよ

うと頑張っていました。 来年には２級建築士の試験を受けようと

思っています。

　仕事はというと、 西海町で建設業を営んでおり、 主に木造建

築を行っています。会社設立昭和２４年、今年で６４年目になり、

社長 （義母） と私と２級建築士の妻の代で３代目になります。

大工さん２人、 応援大工さん２人で会社を運営しております。

私が会社に入社した頃は２代目も健在で大工上がりだった事も

あり、 ２代目自ら木材を市場に買い付けに行き、 昔ながらの手

法で人の手で墨を付け、 人の手でキザミや加工を行っていまし

た。 それからしばらく経って、 手キザミは構造計算がしにくい

事とプレカットによる加工の方が価格が安い事もあり、 今ではプ

レカットによる加工を行うようになりましたが、 この墨付けやキザ
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昭和２９年　８月　３日　田代　博之君
昭和１３年　８月１４日　牟田　憲市君
昭和１９年　８月２１日　西村　浩輝君

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
暑い上に月末、 月始めのお忙しい中、 例会にご出席頂き誠

にありがとうございます。 今週末にはシーサイドフェスティバ

ル、 来週は納涼例会とお祭りが続きますが、 本日はその前

の静けさといいますか、 涼しい風を皆様にお送りするために

山田伸二君の卓話となっております。 彼の緊張をご存分に

お楽しみ下さい。 温かいご声援もお忘れないよう宜しくお願

い致します。

牟田憲市君
誕生日祝いありがとうございます。

田代博之君
本日の山田伸二君の卓話楽しみにしております。 お疲れ様

です。 誕生日祝いありがとうございます。

崎元英伸君
１ヶ月遅れですが、 誕生日祝いありがとうございます。

馬場貴博君
８月３日 （土）、 ４日 （日） は第９回シーサイドフェスティバル

が開催されます。 ３日の夜は午後８時３０分より花火が上がり

ます。 多数の皆様のご来場をお待ちしております。

岩政孝君
一昨日夢を見ました。 田端茂さんがなぜか例会場で１００％

出席の表彰を受けていらっしゃいました。 私に出席を促して

いらっしゃるのでしょうか？今回初盆を迎えられる田端君の墓

前に行って、 もう出てこないようにお願いしてこようと思ってい

ます。

岡光正君
先日、 黒島の天水工場とカフェがなんと全国放送のＺＩＰ（ジッ

プ） の取材を受けました。 私もジップファミリーの美人お姉さ

んから、 色々と質問をされました。 私がコーヒーを入れるとこ

ろが映ると思います。 放送予定は８月１５日の７時１５分からで

す。 皆さん見て下さい。

山田伸二君
８月３日に西海市小迎郷で木造住宅の棟上げ （建方） を行う

事となりました。 お客様に感謝の気持ちを込めてニコニコさ

せて頂きます。

本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　　164,000 円



ミの作業を経験させてもらった事で柱や梁をどう配置したら良い

か分かるようになり、 建築士の免許を持っていないのですが、

住宅の図面や構造図、 施工図を書けるようになりました。 とて

も感謝しております。 家を建てる時に棟上げ、 棟上げ式という

言葉がありますが、 この棟上げは以前家を建てる期間中のちょ

うど中間地点にあたり、 建て主さんや大工さんの労をねぎらう為

に行われていた行事ですが、 近頃はプレカット加工になった為

か棟上げ、 餅まき、 討上げも少なくなり少し寂しく思います。

　

　近頃の建設業は増税前の駆け込み需要で仕事はあります

ＳＡＡ：福田英彦君

　　次回例会／８月８日１８：３０～　

　　　　　　　　　　　　納涼例会／セントラルホテル

が、 １～２年先に家を建てたい方が前倒しで建てている状況な

ので、 消費税増税後どのように受注すればよいか妻と２人で

日々模索しております。 どのようにお客様を集客するかを常に

考えております。 まずは西海町、 西海市で地域１番店になり、

地域に必要とされる建設会社になりたいと思っています。 お客

様が家を建てることによりお客様に感謝し、 感謝されるようにな

りたいと思っています。

　本日は私の緊張しすぎた話にお付き合い頂き、 ありがとうござ

いました。
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