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のが、「敵意」です。その「敵意」は、「目撃し
なかった記憶」が教育の中で刷り込まれてきた
事にも気づかされます。と同時に、自分の知識
や知覚の多くが教育の産物であることも認識さ
れます。紛争や戦争を解決する為には、教育の
システムを変えなければいけないと考え、この
様な目的を持って、ロータリーは、この構想を
具現化したのです。
　以上、会長報告でした。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　佐世保青年会議所　理事長	 西田　　剛	様
　（たつみ産業㈱　代表取締役）	
◯ゲスト
　佐世保青年会議所	 会計理事　森　　龍二	様
　佐世保青年会議所
	 広報拡大委員会　川原　　譲	様

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局
　①	平和と紛争予防/紛争解決月間	資料のご案内
　②	My	ROTARYのトップページからログイン
するとログイン画面が真っ白になってしま
う症状について

　　　	トップページ以外のログイン画面へ迂回
していただけます。

　　　	ログインしていない状態のまま運営する
→クラブの運営などに直接アクセスする
か、下記URLを開いていただければ真っ白
にならないログイン画面が表示されます。

　　　https://my.rotary.org/ja/user/login

	 会長　増本　一也
　本日の卓話は、社団法人	佐世
保青年会議所	理事長	西田　剛
さんです。佐世保青年会議所の
活動が、佐世保の街づくりに現
在どう関わっているのか、お話
が楽しみです。よろしくお願い
します。
　そして、遠田公夫さん、ご退院おめでとうご
ざいます。お元気そうで何よりです。
　2月のロータリー強化月間は、「平和と紛争予
防／紛争解決月間」となっています。この標語
を見て、ロータリーの活動が世界の平和と紛争
解決に、どう関わっているのか、私自身、よく
わかりませんでしたので、少し調べてみました。
　ロータリーの創始者、ポール･ハリスは、2度
の世界大戦を生き、世界平和の難しさを痛感
し、強く平和を希求した人でした。
　彼の没後50年を記念して、彼のメモリアルプ
ログラムとして2002年に「ロータリー平和セン
タープログラム」を創立しました。これは、6
つのロータリー平和センターで、2年間学び修
士号を取得するプログラムです。毎年、約100
人の新しいR平和フェローが選ばれ、これまで
に1,000人以上の卒業者がいます。日本では国
際基督教大学（ICU）にあります。その他にイギ
リスのブラッドフォード大学、アメリカのデュ
ーク大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル
校、オーストラリアのクイーンズランド大学、
スウェーデンのウブサラ大学にあります。希望
者は、地区推薦があれば、R平和フェローに申
請することが出来ます。
　ところで、世界の紛争や戦争に必ず存在する
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親睦活動委員会・ローターアクト委員会
	 廣瀬　章博

「ロータリーの友 2月号を読んで」
　今回はロータリーの友2月号
巻頭にありました「金子みすゞ
の詩より〜与えて生きる喜び
〜」という記事についてご紹介
したいと思います。この記事は
昨年3月に開かれた第2570地区の地区大会･地区
指導者育成セミナーで披露された曹洞宗長徳寺
の住職、酒井大岳さんの講演の要旨です。記事
は4つのパートに分かれています。
　まずは「善きことをなす」です。このことは
お釈迦様の教えにも「善きことをなすに楽しみ
をもつべし」とあり、命を捨てて我が子を守っ
た金子みすゞのエピソード、そして、その娘さ
んが酒井住職とともにネパールに小学校を二校
建設したことなどが紹介してあります。
　次は「果報を求めない」です。これは善きこ
とをしてもその見返りを求めないということと
あります。返事がないなどと不満の気持ちを抱
いている限りはせっかく人に与えても与えたこ
とにならず、人が喜ぶことこそが自分の一番の
喜びという「喜ばれる悦び」の心が大切である
と説いています。
　そして「共に学ぶ」です。ネパールに建設し
た小中一貫校の生徒たちが5人に2人、目を悪く
しており、日本からダンボールいっぱいのビタ
ミンAの錠剤を届け、2年後にまた同じ薬を持っ
て訪問したところ、この間に生徒たちはビタミ
ンAが含まれている作物を調べて栽培し、もう日
本からの薬にいつまでも依存せずに、自らの手
で国を開発し発展させていこうとしているさま
をみて、酒井住職は男泣きに泣いたそうです。
　最後は「語るより歩む」です。時計は長い針
と短い針が協力しあって動いて働いています

２．ロータリー日本財団
	 	理事長　千　玄室さん
　	平成28年7月〜12月末日までに寄付をされた
方へ、確定申告用領収証が届きました。

３．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 	理事長　小沢　一彦さん
　	2016年1月〜12月までに特別寄付をされた方
へ、確定申告用領収証が届きました。

４．ガバナーエレクト	 駒井　英基さん
　2017〜2018年度	地区委員長推薦の御礼
　　ローターアクト委員会
	 委員長　松尾　慶一さん
　　地区ポリオプラス委員会
	 	委員長　溝口　尚則さん

５．第2740地区	会員増強委員会
	 	委員長　石橋　　完さん
	 　地区委員　馬場　貴博さん
　会員増強の現状についてアンケート

６．西海学園高等学校	 校長　森　　由刈	様
　卒業証書授与式のご案内
　　日時／平成29年3月1日㈬　10:00
　　会場／本校記念ホール

７．聖和女子学院中学校	高等学校
	 	校長　卜部　篤志	様
　卒業証書授与式のご案内
　　日時／平成29年2月28日㈫　10:00
　　会場／本校体育館

８．	㈱熊平製作所	 会長　熊平　雅人	様
　寄贈「抜萃のつづり	その七十六」

	 親睦活動委員会　安福　竜介
○今月の誕生祝い
　吉澤　俊介さん（8日）
　中川　知之さん（11日）
　圡井　弘志さん（12日）
　梅村　良輔さん（15日）
　河原　忠徳さん（18日）
　富永　雅弘さん（28日）

慶　　　祝

雑誌の時間
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が、時計の裏の蓋をめくって時計の中をのぞい
てみると、複雑な歯車が共に動き合って働いて
くれているから時計は正確に動くことができ
る。社会も時計と同じで見えない力に支えられ
て生きているというエピソードでした。
　このような話は精神として心にいつも持ち合
わせていたいと思いますが、実践するのはなか
なか難しいことでもあります。現代社会はどう
しても利己的になりがちでありますが、ロータ
リーに所属する私たちは、他人の幸せこそが自
分の幸せであるという精神を持ち日々活動して
います。私自身、ますますこのような心を持っ
てロータリー活動、会社や家庭も大事にしなが
ら喜ばれることを自らの幸せにできるよう、精
進してまいりたいと思います。
　そのほか、2020年に日本のロータリーが100
年を迎えるにあたってという対談など盛りだく
さんの内容でした。

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、草津　栄良さん
安福　竜介さん、廣瀬　章博さん
円田　浩司さん、芹野　隆英さん
坂本　　敏さん、富永　雅弘さん
米倉洋一郎さん、吉田　英樹さん
古賀　　巖さん、岡　　英樹さん
池田　真秀さん、中村　徳裕さん
坂元　　崇さん、石井　正剛さん
橘髙　克和さん、円田　　昭さん
古賀　久貴さん
　一般社団法人佐世保青年会議所	西田　剛様
の卓話に期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　皆様、お久しゅうございます。遠田です。不
覚にも昨年末逮捕されましたが、わがクラブの
井口会員に迅速な手回しを頂き、正月に入所、
矯正手術を終え、過日、刑期を終え、無事娑婆
に戻りました。皆様には、色々とご心配をおか
けしたり、お気遣いを頂いたりして申し訳あり
ませんでした。特に、同じ逮捕歴のある福田会
員には、経験上の色々なご助言、ありがとうご
ざいました。今後は、ゴルフその他、社会復帰
に向けリハビリ頑張ります。

　大人の夜の宴足、「第4回させぼバルさるく」
は、今週土曜日午後3時〜深夜12時開宴です。
3,700円のチケットで好みの店5軒、はしご酒つ

いでにお店独自のピンチョス（つまみ）もお楽し
みください。夜の街、活性化の為のバルさる
く、是非ご参加ください。

石田　謙二さん
　みなさまに還暦のお祝いをしていただいたご
縁で、2月3日に亀山八幡宮で豆まきをすること
ができました。一生に一回の体験、思い出に残
ります。ありがとうございました。

中川　知之さん、圡井　弘志さん
富永　雅弘さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

『佐世保青年会議所の理事長として』

　佐世保青年会議所  理事長
　　西田　　剛	様

　皆様こんにちは。本日は、佐
世保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いただきます西田	
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。
　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	FOR	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。
一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

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　28,000 円

	 累　　計	 741,000 円

◇

卓　　話
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　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。現在もいろんな趣味に挑戦中です
が、中でも幼い頃から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一番好きで
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。

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

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：石田　謙二）

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。
　次に、私の生い立ちについてですが、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
ので大学へは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観
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」そういう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同じ事が多くあり
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。私の子どもにも同じ
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
いた跡地を利用して、産業廃棄物のリサイクル
業を始めました。一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できました。安
定するまでには6年以上かかりましたが、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。

＊2〜3月  例会卓話者予定＊	

２月22日	 	円田　　昭パスト会長
	 第66回創立記念例会卓話

３月1日	 江崎　康弘	様
	 長崎県立大学経営学部国際経営学科教授･博士

３月8日	 松尾　英紀	様
	 長崎県北振興局	局長

３月15日	 調整中

３月22日	 大我なぎさ様
	 資生堂ジャパン㈱九州支社	長崎支店

３月29日	 調整中

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月21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／2月23日㈭　19:00（食事）〜	〔予定〕
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。


