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【グローバル･ニッチ･トップとは】
　独自の技術や製品を持ち、既存産業のすきま（ニッ
チ）をつく市場で、高いシェアと利益を確保し、国際
市場の開拓に成功している企業。

【グローバル･ニッチ･トップ企業100選】
　経済産業省は、2014年3月、グローバル･ニッチ･ト
ップ企業の成功例を産業界で共有し、中小･中堅企業
の経営指針とする為に、日本の中小･中堅企業100社
を「グローバル･ニッチ･トップ企業100選」として選
定。ちなみに、長崎県では、佐世保市干尽町にある
JDC株式会社（様々な表面処理鋼材等に対応するコイ
ル巻き取り装置）が1社のみ選ばれています。
☆石井正剛新社長としての抱負
「製品に心を込めるのではなく、手がけた製品
に自然と心がこもる」

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　久留米大学法学部　教授　児玉　昌己 様
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雄さん
　NTTビジネスソリューションズ㈱
　佐世保支店長

　推薦者：円田　三郎 会員
　　　　　大神　邦明 会員
　カウンセラー：大神　邦明 会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　歴史と伝統あるこのクラブに入会させていた
だき、ありがとうございます。
　不慣れなところもあるかと思いますが、当ク
ラブの様々なイベント活動に積極的に参加し、

	 会長　増本　一也
　皆さん、2週間のご無沙汰で
す。お盆は、どのようにお過ご
しでしたか。お墓に行きます
と、セミの鳴き声が一段と暑さ
を感じさせます。
　本日も新会員の方がご入会さ
れます。NTTビジネスソリューションズ㈱佐世保
支店長  橋詰文雄（はしづめ　ふみお）さんです。
後程、入会式をさせて頂きます。これで会員数
も77名になりました（待望のエンジェルナンバ
ーです）。80名まで、もう一息です。皆さん、会
員増強、頑張りましょう。
　本日の講師は、久留米大学教授、児玉昌己さ
んです。もう、4度目のご登壇です。児玉昌己さ
んと石井正剛会員と私の3人は、佐世保北高の同
級生です。今回その関係で、彼の専門がEUなの
で、英国のEU離脱の影響等についてぜひお話を
お聞きしたいと思いお呼び致しました。6月25
日㈯の毎日新聞では、英国のEU離脱の衝撃につ
いて、児玉教授の写真と共にそのコメントが掲
載されていました。全国版に載る程、児玉さん
は、この欧州政治学では有名な方です。
　ところで新聞掲載と言えば、8月5日㈮長崎新
聞のふるさと経済欄に、グローバル･ニッチ･ト
ップ企業として、西日本流体技研の新社長 石井
正剛パスト会長の記事が大きく掲載されていま
した。グローバル･ニッチ･トップ企業を目指し
て、世界に羽ばたく回流水槽の新技術を展開
し、国内シェア90％を超える実績をあげておら
れます。児玉昌己さん、石井正剛さん、お二人
の優秀な同級生のご活躍に、私は心よりエール
をお送りします。
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青少年委員会、提唱高校インターアクトクラ
ブ顧問教師･インターアクター

６．諫早北RC	 会長　本田　清秀さん
　　インターアクト年次大会
　　	 実行委員長　小溝　忠徳さん
　 2016-2017年度インターアクト年次大会終了お

礼が届いております。

７．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新お知らせ

８．大村RC
　「週報 No.4〜9」が届いております。

資金推進･財団･米山委員会	 委員長　芹野　隆英
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ICHさんより近況が届きました
ので、ご紹介いたします。

　ご無沙汰しております。お元
気ですか？あっという間に4ヵ月
過ぎましたね。就職して、1ヵ月経ったら状況報
告しようと思っていましたが、色々あって、思
い通りにいきませんでした。
　皆様はお元気ですか？今の会長さんは増本さ
んになりましたよね？みんなに会いたいです！
佐世保に戻りたいです！長崎は狭くて、駐輪に
も困っています。やっぱり佐世保がいいですね。
　佐世保から離れて、すぐに大分県の杵築市の
自動車学校に合宿免許で免許を取りに行きまし
た。4月20日に卒業し、25日に長崎県アジア産
業交流協同組合に入社しました。
　日本には外国人技能実習制度があって、発展
途上国の人が日本で働きながら技術を覚える制
度です。私の仕事はその人たちを受け入れ、教
育し、各企業に送り、監理する仕事です。
　この組合は、全スタッフが新しく入れ替わ
り、私はその新しいスタッフの1人です（3人しか
いないです）。新入社員で、引き継ぎもなく、ト
ラブルを解決しながら、仕事を覚えました。免
許も取り立てなのに、入社3日後、南島原市ま
でトラブル解決しに行きました。最初の3ヵ月は
本当に忙しくて、新しい事務局長も頼りになら
なくて、ストレスが溜まりました。もう限界
で、やめようと考えたら、ロータリー雲仙クラ
ブのカウンセラー 原田さんがたまたま近くにい
たので、相談に乗って頂いて、少し落ち着きま

少しでも早く当クラブに馴染んでいきたいと思
いますので、何卒、よろしくお願い致します。

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー　ロータリー財団
　田中丸善保さんへ、
　大口寄付者認証の
　クリスタル楯と
　バッジの贈呈
　　

２．国際ロータリー
　　ロータリー奉仕コネクション担当部
　　コーディネーター	 ケイト･ソーサーさん
　2016-17年度の表彰と会長賞に関する情報提供
　 1年間で、会長賞の受賞資格となっている活動

項目を達成するよう
　 クラブが参照できるよう「会長賞：活動内容

に関するガイド」紹介（ウェブサイト参照）
　
３．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ･地区支援室
　 国際ロータリーの公式名簿2016-17年度より

現物（CD/冊子）での無償提供が無くなる伝達
　　 クラブ名簿の前部は、らせん綴じのより小

さいサイズで印刷され、10米ドルで購入で
きます。

　
４．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　職業奉仕委員長	 吉岡　義治さん
　職業奉仕セミナー開催について（ご案内）
　　日時／2016年9月3日㈯　14時〜17時
　　会場／東彼杵町総合会館文化ホール
　　　　　グリーンハートホール
　　出席者／ クラブ職業奉仕担当理事（委員長）、
　　　　　　クラブ入会3年未満会員
　　講師／RI第2510地区パストガバナー
　　　　　塚原　房樹 氏（札幌東RC）
　
５．第2740地区	青少年奉仕統括委員会
	 	委員長　奥村　　豊さん
　　地区インターアクト委員会
	 	委員長　松田　洋一さん
　インターアクト前期指導者研修会のご案内
　　日時／2016年10月1日㈯
　　　　　受付 12:30　研修会 13:00〜16:30
　　会場／東彼杵町総合会館2階 大会議室
　　 クラブ出席対象者／提唱ロータリークラブ

委員会報告

幹 事 報 告
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した。もう一人増やすことを理事長に頼み、去
年の米山奨学生のガーさんというベトナムの女性

（今は総科大の大学院生）をバイトとして、仲間
にしました。ようやく、今は仕事が落ち着き、
トラブルもほとんど解決できました。今月19日
から24日まで面接の出張でベトナムに帰ります。
　7月に長崎はベトナムの高校生26人を12日間
日本に呼ぶ事業をやりました。私は通訳をし、
長崎の沢山のいいところを案内しました。長崎
県知事の通訳もできて、就職してからの唯一の
楽しい期間でした。
　長くなりましたが、今後もよろしくお願いい
たします。

	 親睦活動委員会　西田　勝彦
○今月の誕生祝い
　溝口　尚則さん（4日）
　筒井　和彦さん（7日）
　橘髙　克和さん（8日）
　松尾　　貴さん（8日）
　松尾　慶一さん（11日）
　木下　貴夫さん（26日）
　吉田　英樹さん（30日）

	 出席・例会委員会　廣瀬　章博
○出席100％表彰
　菅沼宏比古さん（19回）
　上野　好章さん（1回）
　松本　淳也さん（1回）

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
納所　佳民さん、石井　正剛さん
德川　晃尚さん
　久留米大学教授の児玉昌己さんの卓話に期待
して。
　
橘髙　克和さん
　小中高同級生の弟さん、児玉昌己君のご来訪
を歓迎します。EUの話を楽しみにしています。
　
増本　一也会長、大久保利博さん
　先日の松浦公園夏まつりでは、皆さんに多く
のご協賛を頂き、ありがとうございました。
　
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大神　邦明さん、大神　吉史さん
　新入会員、橋詰文雄さんの入会を歓迎して。
　
遠田　公夫さん
　松本社長、昨日はホテルオークラの社長自ら、
地元のラジオ局「はっぴぃ!FM」に出演、我田
引水のビジネス手法ではなく、周辺の陶磁器や
観光地をテーマに地域活性化に寄与するホテル
の姿勢を熱くお話しされておりましたね。感銘
致しました。今後も地域と共に歩むグローバル
な視点で頑張ってください。
　尚、西部ガスさんはNTT電話ユーザー協会の
電話コンテストで強豪を差し置いて2年連続、長
崎県大会で優勝されております。会社一丸とな
った取り組みが評判です。実は、昨年優勝した
若手男性スタッフが、来週23日「はっぴぃ! FM」、
午後6時の番組「ラッシュアワーのさせぼんもん
コーナー」に出演、よろしければ、車の中や、
スマホ、インターネットでお聴きください。
　
松本　淳也さん
　来週8月24日㈬ 13:00〜17:0 0 ホテルオークラ
JRハウステンボスで「元気に！九州 in ながさき」
と題して、県北エリアの“食”をテーマにした
シンポジウムを開催します。昨日、遠田先輩の
ご厚意のもと、「はっぴぃ ! FM」でPRさせてい
ただきましたので、感謝の気持ちを込めてニコ
ニコします。
　
石井　正剛さん
　先日は長崎新聞に弊社の記事を大きく取り上
げて戴き、ありがとうございました。多方面か
らご連絡を頂きました。そんな中、U様からも

ニコニコボックス

慶　　　祝
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お電話いただきました。「建築施工はどこ…？」
当然、梅村組様です。
　
松本　淳也さん
　出席100％表彰ありがとうございました。
　
溝口　尚則さん、筒井　和彦さん
橘髙　克和さん、松尾　　貴さん
松尾　慶一さん、木下　貴夫さん
吉田　英樹さん
　誕生祝いありがとうございます。

『イギリスEU離脱の衝撃
　　−	EUを離脱することは
　　　何を意味するのか』
　久留米大学法学部
　　教授　児玉　昌己	様

　英のEU離脱は衝撃的であったが、その意味に
ついては十分知られていない。
　EU離脱とは、関税同盟からの離脱であり、
EU法の体制からの離脱であり、公用語としての
母国語の喪失であり、EU予算からの離脱である。
　EU法からの離脱ということでは、欧州単一銀
行免許もEU法で保障されており、その喪失を意
味し、英の銀行や外国銀行のロンドンを舞台と
するEU内での金融活動の便益を失うこととな
り、英国が誇る金融資本への打撃となる。
　英のEU離脱に伴い、こうしたEU内で英国の
企業が得ていた地位の喪失を受けて、市場から
ポンドはレッドカードを受けて、その価値を大
きく減じた。
　経済合理性を犠牲にして、主権国家としての
英国の独自性を確保するというのが英国の有権
者の判断であったが、打撃は英国に大きい。
　国民の中には、誤った選択をしたという悔悟
もあるといわれる。実際、若い世代への影響が
懸念される。

　さらにEU離脱で、スコットランドと北アイル
ランドの住民投票の可能性もあり、最悪英国解
体になりかねない。
　今後のEUとの離脱で必要となる通商交渉が注
目される。だが、果たしてEU離脱派が最大の理
由としてきたEU市民の英国への流入、移動の制
限をしつつ、他方、自国民のEU各国への自由な
移動と市場へのアクセスを得るという希望はか
なえられそうにない。
　英国の打撃は今後大きくなるとみられる。

以上

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊8〜9月  例会卓話者予定＊ 

８月31日 一般社団法人 長崎県発明協会
 窓口相談担当 水野　  優

まさる

 様
　　　　　（独）工業所有権情報・研修館
 知的財産戦略アドバイザー
  小

お は ら

原　荘
そうへい

平 様

９月７日 有限会社アルス楽器
 代表取締役 川副源太郎 様
 （ハウステンボスRC会員）

９月14日 観月例会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月6日㈫　17:00〜　予定
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月10日㈭ 分 → 10月6日㈭ へ変更
　　　19:00（食事開始）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／8月25日㈭ 分 → 11月17日㈭ へ変更
　　　19:00（食事開始）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：石田　謙二）
（カメラ担当：平尾　幸一）

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 　23,000 円

 累　　計 197,000 円
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