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本日の出席率８４.０９％：会員数４５名・出席３０名・欠席８名・出席規定免除会員（７）７名・ビジター２名

前々回の修正出席率９７.５０％：出席３２名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席２名

　桜の開花も例年より遅れてようや

く５分咲きのニュースが出ておりま

す。 見ごろの週末は、 天気が心

配されております。

　本日の御来訪者は、 佐世保ロー

タリークラブ 徳川 顕尚様、　佐世

保北ロータリークラブ 公門 新治様

卓話をお願いしております、 佐世保青年会議所 理事長 西田 

剛様です。 西田理事長におかれましては、 若い力で佐世保市

の地域づくりに頑張っておられることに敬意を表します。 本日の

卓話よろしくお願いします。

　３月２３日以来の例会ですがクラブとしての行事は特段ありませ

んでした。 牛島ガバナー補佐におかれましては、 年度後半のク

ラブ訪問が始まっており大変ご苦労様でございます。 また同行

の会員の皆様にもお世話をお掛けします。

来週は、 長崎に於いて地区大会も開催されますので、 お忙し

い中、 出席される会員のみなさにはよろしくお願いします。

　また、 本日より次の事務局員 今村 真美さんに私どものお手伝

いをしていただくことになりましたのでご紹介をいたします。 しば

らくは、 北島さんと一緒に勉強をしていくことになっておりますの

で、 皆様のご指導をお願いしておきたいと思います。

以上簡単ですけど挨拶といたします。

１．例会変更
松浦ロータリークラブ

４月１４日（水）１２：３０→４月１５日（土）１２：００～
場所 ： 長崎ブリックホテル　　＊地区大会のため

５月　５日（水）　休会　定款第８条第１節により
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佐世保ロータリークラブ　徳川 晃尚様
佐世保ロータリークラブの徳川晃尚です。 今日はメークアッ

プでお世話になります。

佐世保北ロータリークラブ　公門 新治様
こんにちは　佐世保北ロータリークラブソングリーダーの公門

です。 合同例会では参加の皆様お疲れ様でした。 本日は

お世話になります。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　川﨑 伸一様
火曜日のハウステンボス佐世保ロータリークラブの牛島ガバ

ナー補佐訪問に欠席しまして申し訳ありませんでした。 実は

当日、 指山さんから、 上京町の深佐屋肉屋の結婚記念ゴル

フコンペに強引に誘われていました。 全て指山さんの責任です。

２．来　　信
・国際ロータリー 

①2017 年 3 月末までの RIJO-FAQ 配信履歴

②4 月のロータリーレートのお知らせ　1 ドル＝116 円

・ガバナー事務所
母子の健康月間　リソースのご案内

・地区大会事務局
①牛島ガバナー補佐へ　地区大会四委員会開催について

②地区大会についてのお知らせとお願い

・伊万里ロータリークラブ
第 38 回ＲＹＬＡ開催のご案内

日時　5 月27日 （土） ～ 28日 （日）

会場　佐賀県黒髪少年自然の家

・牛津ロータリークラブ
平戸 ・ 松浦 ・ 北松浦 3 クラブ合同例会出席のお礼と集合

写真の送付

・北松浦ロータリークラブ
平戸 ・ 松浦 ・ 北松浦 3 クラブ合同例会出席のお礼と集合

写真の送付

・公益財団法人　米山梅吉記念館
館報 2017 年春号並びに春季大祭、 賛助会員の御願い

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　  　  徳川　晃尚様

佐世保北ロータリークラブ　　 　　　　　　   公門　新治様
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ＳＡＡ：田代博之君

次回例会／４月１３日１８：３０～

次回献立／洋食プイレート

一般社団法人佐世保青年会議所　
第６４代理事長　西田 剛様

本日の合計　　　　    29,000 円

本年度の累計　　　 825,000 円

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
佐世保ロータリークラブ　徳川晃尚様、 佐世保北ロータリーク

ラブ　公門新治様のご来訪を心より歓迎いたします。

４月に入り桜の季節となりました。 先週が休会の為、 二週間

ぶりに皆様方とお会いし何となく嬉しい気持ちでいっぱいです。

さて、 本日の例会は佐世保青年会議所の西田 剛理事長の

卓話になっております。 会員一同楽しみにしております。

岡 光正幹事
息子がやっと社会人になり親和銀行伊万里支店に勤務する

ことになりました。 宮﨑さんよろしくお願いいたします。 また、

お金がいっぱいあまっている方は預金をお願い致します。

指山 康二君
佐世保青年会議所の西田理事長の卓話楽しみにしておりま

す。 昨年は私が緊張しましたが、 今年は気楽に聞かせても

らいます。

宮﨑 祐輔君
誕生日の祝いありがとうございます。 還暦まであと２年になり

ました。

佐世保青年会議所ＯＢ一同
西田理事長様のご来訪を大歓迎いたします。

■ ゲスト卓話 ■

　皆様こんにちは。 本日は、 佐世保中　

央ロータリークラブ様の大変貴重な例会

の場へお招き頂きまして誠にありがとうご

ざいます。 私は、 本年、 一般社団法人

佐世保青年会議所　第６４代理事長を務めさせて頂いておりま

す西田剛と申します。 昭和５２年１０月４日生まれの３９歳です。

皆様、 どうぞ宜しくお願い致します。

　それではまず始めに、 私の生い立ちについてお話をさせて

頂きます。 私は、 生まれも育ちも佐世保でございます。 中学

までは地元の中学へ通いましたが、 高校では一人佐世保を離

れ、 長崎市のカトリックの学校へ進学しました。 あまり勉強好き

ではありませんでしたので大学へ進学するつもりはなかったの

ですが、 縁あって兵庫県にあるカトリック系の大学に入学させ

て頂きました。 学生時代は小学校から高校までは剣道、 大学

では空手に打ち込みました。 その中でも大学で始めた空手で

は人生感が大きく変わり、 今までに経験したことが無い精神的、

体力的な厳しさを体感する事で、 様々な学びを得る事が出来

ました。 その当時はとても嫌でしたが、 今考えますとあの時の

経験が今に活かされていると実感をしております。 余談でござ

いますが、 剣道、 空手ともに２段です。 学生時代、 社会人、

青年会議所と多くの人達と関わらせて頂きましたおかげで今が

あると実感をしております。 ５年前に父は亡くなりましたが、 他

人には優しく、 身内には大変厳しい人でした。 「人の為になる

ことをやり、人の嫌いなことはやらないこと」 そのような教えをずっ

と受けてきました。 父の教えも武道で学んだことも共通する事

が多々ございました。 今となっては厳しく育てて頂いた父に大

変感謝をしております。 私も自分の息子達に同じような教えを

していこうと思っておる次第です。

　そして、 大学を卒業してから地元に帰り、 今の仕事に関係す

る別の会社で 3 年間お世話になった後、 ２６歳の時にたつみ

産業株式会社へ入社致しました。 私の会社は採石業を行って

いますが、 その当時の採石業界は公共事業減少等の影響もあ

り、 平成７年頃をピークに仕事がだんだんと少なくなってきてお

りました時代です。 このままではいけないと考え、 今まで石を

取っていた後地を利用して、 産業廃棄物のリサイクル業を始め

ました。 １から産業廃棄物のリサイクル業に飛び込んだので、

最初はどん底の状態で大変苦労致しましたが、 紳士的にやっ

ていくうちにだんだんとお客様からご用命頂く機会が増え、 よう

やく軌道に乗せる事が出来ました。 安定するまでには６年以上

掛かりましたが、 現在では九州電力の２号機や西九州道路延

長に関する砕石の販売等もさせて頂いております。

　さて、 それでは少し私のＪＣ活動についてお話をさせて頂きま

す。 入会から１４年が経過しましたが、 私は最初の数年間は活

動らしい活動をしていない不良会員でございました。 ２０１２年

から佐世保青年会議所の理事として、 諸先輩方に負けないよう

自分なりに努力したおかげで今があると考えておりますが、 そ

の時に関わらせて頂きました先輩方からの教えや、 学びが今

日に活かされていると強く感じております。 本年は 『ＯＮＥ ＦＯ

Ｒ ＡＬＬ　ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ～魅力あるＪＡＹＣＥＥであるために

～』 というスローガンを掲げさせて頂いております。 本年はこの

スローガンのもと繊細さと行動力を兼ね備えた人材の育成を

行って参りたいと考えております。 １人でもそのような人材が増

える事でＪＣの魅力が増し、 会員拡大にも寄与する結果、 佐世

保が今まで以上に良くなっていく事へ繋がると考え、 活動に邁

進して参る所存です。 皆様方のご指導、 ご鞭撻どうぞ宜しくお

願い致します。

　最後に私の趣味の話でございます。 私は他人より趣味の数

が多いと思いますが、 それはある先輩から仕事や人間関係、

人脈形成にもつながるので趣味は多ければ多い方が良いと教

わったからです。 現在も色んな趣味に挑戦中ですが、 中でも

幼いころからも船に乗る機会が多く仕事にも関係するマリーンス

ポーツが１番好きです。 時間がある時は、 大好きな海に出て

仕事やＪＣ活動の鋭気を養っております。これからも仕事、家庭、

ＪＣ、 趣味と両立し、 有意義な人生を歩んで参りたいと考えて

おります。 長時間にわたるご静聴誠にありがとうございました。
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