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NWRC SINCE Oct.1984

★第１ 卓　話　

★第２ クラブフォーラム

★第３ ガバナー補佐訪問クラブ協議会　

★ 8/12 例会休会　　　　

　
■点鐘
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング「我等の生業」
■インターアクトの歌
■ご来訪者紹介並びに会長挨拶
■新会員の紹介
■幹事報告
■今週のお祝い
■委員会報告
■親睦活動委員会・ニコニコ披露
■クラブフォーラム　
■点鐘

〔結婚祝〕増崎進一さん
〔誕生祝〕河野圭一郎さん　松尾保さん　前田良治さん　原章夫さん

松石六雄さん　山口圭一さん　寺坂基幸さん　松尾悦次さん
　　　　勝野博文さん　吉田省三さん　島崎義忠さん
(入会祝)山内義三さん　池田賢一幸さん　吉田節哉さん
　　　　下田隆雅さん　勝野博文さん

神戸垂水ＲＣ　　鷲尾太一さん　　長崎ＲＣ　中根允文さん
長崎ＲＣ　　　　柴田正範さん　　

2008～ 2009年度ＲＩテーマ

　         第 1139回 例会記録　平成20年8月5日
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Nagasaki  West  Rotary   Club
長崎西ロータリークラブ週報

　　8月度スケジュール
1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

四つのテスト

本日のプログラム8月の結婚・誕生・入会祝い

ご来訪ロータリアンの紹介

　                       　　　先週は多久ロータリークラブの飯盛地区会員増強委員長に卓話をお願いしましたが、 今月は
　   　　               　　 会員増強月間となっております。 飯盛委員長の卓話にもありましたが、 会員増強こそクラブの

活性化の源であると私も考えます。 しかし、 現実には中々昨今の経済状況では難しく、 せめて転勤や退職された方の
穴埋めをし、 会員数を維持する事が当面大事ではないかと考えます。 又、 ロータリーは職業人の集まりでありますので、
時代によって各職業好不況の波があると思います。 経済的な理由で退会されるのは止得ない事でしょう。 その代わり
新しく成長してくる職業人がロータリー活動に参加してくれるようにすれば、 活性化にもなり、 会員数も維持出来るのでは
ないでしょうか、 その事も考慮し、 今月は会員一人一人の方が増強を考え、 実行していただければと思います。

   本日は大変嬉しい事に増強月間の最初の例会に新会員を迎えます。 後ほどご紹介しますがＮＴＴ西日本の富久幸芳
さんです。 前任の川島さんの後を継いで入会して頂きました。 皆さん宜しくお願いします。
   さて、 今日 8 月 5 日はタクシーの日です。 1912 年の今日、 日本最初のタクシー会社が営業を開始すると予定した事に
由来しています。 実際は明治天皇の崩御やタクシーメーターの取り付け遅れにより8 月 15 日より営業を開始したそうです。
値上げの影響なのか、 不況の為なのか、 タクシー売上が減少傾向にあるとの事ですので、 皆さん、 夜は出かけて、
今日はタクシーでお帰り下さい。 シティキャブ、 中でも観光グループのご利用を馬場さんと事務局中田さんのご主人に

成り代わりましてお願いします。 今日の出来事としては長崎に関係しますが、 三菱重工業長崎造船所において、 後に
日本海軍連合艦隊の旗艦になった 「戦艦　武蔵」 が 1942 年 8 月 5日竣工しております。 1938 年 3月 29 日に起工し、
大変な苦労の末完成させたと聞き及んでいます。 しかし、 戦局が苦しくなった 1944 年 10 月 22 日レイテ沖海戦にて損
傷を受け、 1024 日に米軍の魚雷 20 発を被弾し、 シブセン海に沈没しました。 又、 今日は 1874 年 「郵便預規則」
が公布され、 世界で４番目に 「郵便貯金制度」 が創設された記念日でもあります。 1966 年には中国で毛沢東による
文化大革命が起こっています。 今日誕生の著名人としては瀬戸内海小豆島を舞台にした 「24 の瞳」 の作家壺井栄が

1900 年に生まれております。 身近な大物としては高島が生んだ偉大な青年実業家、 当クラブの松尾保氏の誕生日で
もあります。 そして今日はかの有名な 「アメリカのセックスシンボル」 マリリン ・ モンローの命日です。 1962 年の今日亡
くなりました。 1926 年生まれ、 本名はノーマン ・ ジーン ・ モーデンセンと云います。 寝る時はシャネルの 5 番だけしか身
に着けないとか、 一度で良いから実物を見たかったです。 彼女の髪の色、 本当はブロンドでなく褐色 （ブルネット）
だったそうです。 今日は長崎のモンローを見つけに出かけ、 タクシーで帰って下さい。 但し、 家に帰ったら奥さんとは顔
を合わせない方が良いでしょう。 夢が覚めますから。 終わります。

 

****　幹事報告　****
例会休会のお知らせ　当クラブ8/12(火)
8/19(火)のクラブフォーラムは、ガバ
ナー補佐訪問クラブ協議会の予行練習と
なっております。
8/2のＩＡＣ例会に多数のご出席で、例会欠
席の方のメーキャップにもなりました。

＄＄ロータリーレート(7/1より)＄＄　　1ドル　106円

 

〔結婚祝〕 増崎進一さん
〔誕生祝〕 河野圭一郎さん　松尾 保さん
　       前田良治さん　原 章夫さん
(入会祝) 山内義三さん 下田隆雅さん
         勝野博文さん 松石六雄さん　
         山口圭一さん
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長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
　　会　長　　安永　勝信
　　幹　事　　榎本　延光
創立：昭和 59 年 10 月 2 日 1984/OCT2

例会：【 火 】午後１２時３０分
ホテルニュー長崎 095-826-8000
事務局：長崎市籠町4-28第２カンコービル

Tel:095-828-1091 Fax:095-824-5520
URL:http://www.nwrc2740.jp/
e-mail:　nwrc2740@ngs2.cncm.ne.jp

　　　　　　市内ロータリークラブ例会曜日・例会場

月　長崎北　ホテルニュー長崎　　 長崎中央 　ベストウェスタン　
　　　　　　　 　　　　　　　　プレミアホテル長崎
火　東長崎　長崎卸センター
水　長崎南　ホテルグラバーヒル 長崎北東 　長崎厚生年金会館
木　長崎　　ホテルニュー長崎 長崎琴海 　パサージュ琴海
金　長崎東　サンプリエール　 長崎出島 　ホテルニュー長崎

発　刊　長崎西ロータリークラブ　　発刊日　毎週火曜日（翌例会日）
構　成 クラブ奉仕　クラブ会報委員会
委　員 松尾悦次　　増崎進一　　吉原殖男　　吉田良尚
編　集 中田久美子（事務局）

ニコニコボックス

　　2008-09年度目標　1,800,000円　
　　　　8/5　現在ニコニコ累計183,000円
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事業所住所　出島町11-13

　　　　　  TEL  816-0097　

　  FAX 818-2208

会員卓話
西松建設㈱　長崎営業所

所　長　近森栄太郎さん

　　「私の履歴書」

㈱亀山電機　代表取締役社長

　　　北口　功幸さん

　「データネーチャーの話」

*******************

鷲尾太一さん(神戸垂水ＲＣ)お久しぶりです。来月も時間を作ってメーキャップに参ります。

猪口紀州さん(長崎中央ＲＣ)大変お世話になります。

安永勝信さん ①まず、新会員冨久幸芳さんの入会を歓迎致します。②今月は会員増強月間となっています。

会員の皆さん一人一人が意識して増強に御協力下さい。

渡邊修志さん 本当にお暑いですね。暑中お見舞い申し上げます。スイスアルプスから下りて来たら長崎

の猛暑が堪えます。

森　信興さん 暑中お見舞い申し上げます。

草野志郎さん 長らく休みました。今年度初めてです。

三宅敏彦さん ①7/28念願の浜町電停前に営業店オープン、朝7時～夜10時まで営業。夜は5時～8時まで

しみ抜き、プレス行います。食べこぼし、口紅など10分で取ります。ご利用下さい。

②明日から12日まで北京オリンピックに行って来ます。

日高豊久さん 暑い日が続きます。皆さん夏バテしないように！！

山口圭一さん 8/2～4で、山形、仙台、東京に出張しました。山形名物いも煮を食べて来ましたが、

これが思った以上に美味しかった。サトイモ、コンニャク、ネギ、米沢牛といい味が

出ていました。以上、出張報告まで。

勝野博文さん 誕生日、入会共に自祝で～す。

増崎進一さん 8/1、結婚記念日にお花を頂きました。

ありがとうございます。

◆◆８月は会員増強および拡大月間 ◆◆

会員増強には、 内部拡大、 外部拡大の 2 つが

あります。 内部拡大は、 クラブの区域内で得られ

ている適格な職業分類の代表者に入会してもらい、

クラブの会員数を増やすことです。外部拡大とは、

ロータリークラブがまだ存在していないところに、新しい

クラブを設立してロータリーを拡大し、 会員数を増

やす活動です。 この活動は、 地区においてはガバ

ナーと、 スポンサークラブの協力で行われ、 無地

区地域では、国際ロータリー理事会のもとで遂行さ

れます。クラブの拡大は、会員数増加の牽引車的

役割を担っています。

2740 地区メルマガ 第４号  バーミンガム国際大会事情

バーミンガム （英国） 国際大会は年6月21～24日に開催されます。

本来ならば、 韓国で開催される予定でしたが、 諸事情により急遽

バーミンガムに変更になりました。 英国のロータリアンからの情報に

よりますと、 既にバーミンガムでのホテルの予約が困難な状況だそ

うです。 バーミンガム国際大会に参加を予定されている方は早めに

ホテルの予約をされたほうが良いとのことです。 もし、 バーミンガム

でのホテルが予約できない場合は、ロンドンのホテルを予約する方法

もあるそうです。 ロンドンからバーミンガムへは電車 （特急） で１時

間半程度だそうです。 ただし、 英国の列車事情は、 遅れやキャンセルは、

非常に多く電車利用はあてにならないとのことです。

また、 運賃もピーク時は高額になるそうです。

役職変更の
お 知 ら せ

㈱ジュリアン企画　久保昌二会員
代表取締役社長　⇒　代表取締役会長

★ ★

 


