
西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事

淡々と例会にご出席頂きありがとうございます。 本日は新入

会員卓話です。 嘉村君、 田中君よろしくお願い致します。

いよいよ今度の日曜日は佐世保市内８ RC 親睦ゴルフ大会で

す。 天気は雨模様。 スタート時間も１１時とへんこうになり、

嵐を予感させるゴルフ大会になりそうです。 中央会、 親睦活

動委員会の皆様だけではなく、 会員全員の協力が必要とな

りそうです。 皆様の暖かいご支援をよろしくお願い致します。

《  新入会員卓話  》　

嘉村 大輔君

　まずもって、 今年１月に会員増強の波

に乗りまして、 めでたく入会させていただ

く事が出来ました。 ありがとうございまし

た。

１９６８年 ( 昭和４３年 )８月１０日生。

４５歳　　しし座、 AB 型、 身長約１８０㎝
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本日の出席率６３.４１％：会員数４４名・出席２６名・欠席１５名・出席規定免除会員（３）０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（２）２名

　皆さん、 こんばんは。 立夏を迎

え、 新緑の美しい季節になってき

ました。 そしていよいよクールビズ

の季節になって参りました。

　昨日は、 市内８ＲＣでの最終会

会長幹事会が開かれました。 昨

年の３月から始まった会長幹事会

ですが、 各ＲＣの会長幹事の皆

様と顔見知りになり、 良い勉強をさせていただきました。 ５月１１

日には第４２回佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会を

佐世保中央ＲＣでお世話することになっております。 牛島義亮 

中央会会長には、 競技委員長を宜しくお願いします。 ご参加の

皆様には 「こびっと」 頑張って下さい。

　私の健康法の一つに呼吸を上手にすることにより健康に過ご

そうと思っております。 今どのような息をされていますか？多分

意識して呼吸されている方はいないのではないかと思います。

息は意識しなくても自然にできます。 無意識でしている呼吸は

平均すると１分間に１５回位で、 一日で２万回以上、 人生８０年と

すると一生で、 ６億回以上も呼吸していることになります。 これを

意識的に深い呼吸をするのが、 呼吸法と言われるものです。 日

本では、 昔から武芸、 芸能ではこの呼吸を大切にしています。

人間にとって、 呼吸をより良く行えるように、 後天的に体得しな

ければならないと思います。 皆様も健康の為に呼吸法を体得し

てください。

牛島義亮 中央会会長

　５月１１日 （日） 第４２回市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会は中央会

メンバーは１０時ぐらいまでに来て頂き、 食事を済ませて下さ

い。 懇親会は佐世保玉屋で６時３０分からです。 親睦活動委

員会とゴルフ部会はネクタイ着用でお願い致します。

１．例会変更

　  佐世保南ロータリークラブ

　　　６月２７日 （火）　１２：３０→１８：００

　　　ＪＡさせぼホール　交代式のため

　　　　　　　 　　　 　　 　  
２．来　　信      

   ・佐世保北ロータリークラブ

　　   職業奉仕研修委員会開催のご案内

３．伝達・通知　 

committee

本日の合計　　　　   　3,000 円

本年度の累計　　　 819,000 円

　 　 ・ 今週の日曜日は第４２回佐世保市内８RC 親睦ゴルフ大会

　　　　が開催されます。

　    ・ 来週の例会は川﨑伸一第６グループガバナー補佐が来

　　　　訪されます。プログラムは次年度によるクラブ協議会です。



ＳＡＡ：大久保厚司君

次回例会／５月１５日１２：３０～

次回献立／グリルチキン温野菜添え、サラダ、スープ
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最近体重計には乗っていませんが、 多分８８㎏くらいあると思

います。 この 1 ～２年でかなり太ってきて、 ズボンがきつくなっ

てきたので、 夜中１時過ぎに放送しているテレビの通販番組で

腹筋トレーニングマシーンを購入しました。 代金 \１６ ,２００- で

す。 昨日入荷しましたので、 昨日から始めました。 今年の夏

にはパッキリ割れた腹筋になるよう頑張りたいと思っています。

■幼少期 ： 佐賀県富士町 ( ふじちょう ) ………佐賀市富士町と

いう福岡県と佐賀県の県境の山の中に生まれました。 一人っ

子のため、 おもいっきり過保護に育てられたと思います。 両親

は共働きだったため、 いわゆる じぃちゃんばぁちゃん子でした。

保育園入園したての頃は泣いてばかりいたので、 祖母が保育

園までお忍びで着いてきていまして、 泣きやむのを見届けて

帰っていました。

■小学校 ： 片道約２㎞の山道を徒歩通学。 全校児童４８名、

同級生９名 ( 男子４人、 女子５人 ) でした。 ３年生と４年生は、

同じ教室でひとまとめにしたいわゆる複式学級というものでし

た。 先生が、 授業の前半は３年生を教えているあいだに４年

生は自習をします。 逆に授業後半は、 先生が４年生を教えて

いるあいだは３年生が自習をします。 同級生の男子は全部で 4

人しかいませんでしたがみんな背が高いです。 ４人いるうちの

一番背の低い人でも現在１７０㎝、 続いて私が１８０㎝、 次に高

い人が１８６㎝、 一番高い人が１９３㎝あります。 たぶん山の空

気と水が良かったからだと思います。

　私の実家は、 佐世保市内でいうと世知原くらいの標高ですか

ね。 山間部なので冬は雪が３０㎝くらい積もっていましたから積

雪のため年に２日くらいは休校になっていました。 体育の授業

は、 鎌倉づくりや雪投げ合戦、 スキーの日もありました。 今は、

温暖化の影響か雪があまり積もらないですね。 小学校２年から

は、 剣道部に入りました。 というか部活は剣道部しかなかった

ので、 男女とも２年生に進級すると同時に自動的に入部となり

ます。 そして地元の中学校を卒業して佐賀市内の高校に入学

しました。 高校は、 ２００７年甲子園で優勝したあの有名な佐賀

北高等学校です。 少人数だった田舎の小学校 ・ 中学校から

一転して、 各学年１３クラス全校生徒１ ,８００名というマンモス校

に戸惑いました。 学校の近くに下宿していました。 またまた剣

道部に入りました。 また、 坊主頭です。 練習きつかったです。

高校の思い出はとにかく練習がきつかった事、 常に空腹だった

事、 常に眠かった事です。 それしかありません。

■大学は、 福岡県久留米市の久留米大学に行きました。 久

留米と言えば、 チェッカーズや松田聖子の出身地です。 一年

生の頃は親類の家にお世話になり、 二年生からアパート暮らし

です。 大学では英文タイプ部にでも入部して気楽に大学生活

をエンジョイしようと思っていました。 高校時代のムチャクチャき

つい思いがあるので絶対剣道部には入らないと決めていまし

た。 入学して間も無い頃、 大学の講義が終わって教室から出

た途端、 剣道部の先輩につかまって、 『見学だけでいいからと

にかく一度来て』 と軽～く誘われました。 何度も断ったのです

が、 向こうも 『楽な練習だから気にしないで』 とニコニコして誘

うものですから、 『まあ、 見学だけならいいか ・ ・ ・ 』 と思って

道場に行きました。 練習はとにかく楽そうな感じがしました。 練

習が終わって、 『どうせ来たんだから部室も見学していけば？』

と言われるままに部室に連れて行かれて、 剣道防具のあの汗

臭いにおいがした瞬間、 思わず口から出た言葉が 『入部させ

て下さい。』 でした。 またもや入部を決めてしまいました。 上下

関係の厳しさは半端ではなかったです。 また、 酒を強制的に

飲まされました。 先輩から注がれた酒は必ず一気飲みでした。

大学では、 あまりというか、 ほとんど勉強した記憶がありません。

バイトは運送会社、 焼鳥屋、 スナックのボーイなどなどいろい

ろしました。 ４年生の卒業を控えた頃、 当時流行っていた合コ

ンでとある女性と知り合いました。 その女性と３年半後に結婚す

ることになるとは思ってもいませんでした。 ……今の家内です。

■生活 ： 昨年４月に佐世保に赴任して以来住民票もこちらに移

し、 佐世保市民となっています。 単身赴任生活も、 はや１０年

が経ちました。 土曜日に佐賀に帰り、 月曜朝に佐世保入りしま

す。 単身赴任というとですね、諸先輩方は、必ず異口同音に『よ

かね～、 おいもしてみゅーごたー。』 と言われます。 単身がい

いところはですね。 ２つありまして、 一つ目は、 いちいち 『今

日は、 飲み会やけん、 晩飯いらん。』 と言わなくていいところ。

もう一つは、 前の晩の行動の報告をしなくていいところです。

あとは、 ひとりさみしく晩酌をしている日が半分くらいはある事を

単身者の名誉の為に言っておきます。

■佐世保の印象 ： 言葉が佐賀弁とほとんど一緒なのでよそに

来た気がせずとても親しみがあります。

■会社 ： バブルも手伝ってどうにか入社できました。 バブルの

頃は建設業絶頂でしたが、 もう何年も不景気が続いています。

わが社としては、 佐世保営業所は歴史が古く、 遡ること約９０

年前から佐世保で仕事をさせてもらっています。 営業所の所

在地は、 弓張岳の登山口、 中華料理店 牡丹園のすぐ横に在

ります。

　時間の都合上、 一番肝心なＰＲの時間がなくなってしまいまし

た。 またの機会にさせていただきます。

田中 啓輔君

特徴　１８０ｃｍ　　７８Kg   

経歴　昭和４３年　長崎市生まれ 

　　　　昭和４５年　みなと保育園入園

　　　　昭和５０年　大野小学校入学

　　　　昭和５６年　日宇中学校入学

　　　　昭和５９年　佐世保南高校入学

　　　　昭和６２年　長崎大学工学部電気工学科入学

　　　  平成　４年　（株） 九州松下電器入社

　　　  平成　７年　（株） 佐世保九州教具入社

　　　  平成２３年　代表取締役に就任

　　　  平成２４年 （株） ビズテックに社名変更

　 

趣味　自宅屋根につけた太陽光パネルの発電量を見ること

将来の夢　いなかで農業をする　    

苦手なこと　健康診断    


	1114
	1114-2

