NWRC
2008～ 2009年度

SINCE

Oct.1984

Ｎ Ｏ 17

長崎西ロータリークラブ週報
Nagasaki

West

Rotary

Club

第 1151 回 例会記録 平成 20 年 11 月 18 日

期首会員 63 名 入会 1 名 退会 1 名 現在会員 63 名
四つのテスト

2008 ～ 2009 年度ＲＩテーマ

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

11 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕高木宏隆さん 日高豊久さん 川口輝彦さん 許斐義彦さん
下田隆雅さん 河野圭一郎さん 松石六雄さん 近森栄太郎さん
宮原増幸さん 池田賢一さん 勝野博文さん 寺坂基幸さん 川瀬隆史さん
〔誕生祝〕宮脇 茂さん 許斐義彦さん
(入会祝)許斐義彦さん 原 章夫さん 武藤雅弘さん

＄＄ロータリーレート(11/1 より)＄＄ 1 ドル 100 円
ご来訪ロータリアンの紹介
長崎ＲＣ
長崎北ＲＣ
長崎中央ＲＣ

柴田正範さん
中西 太さん
河野英雄さん

長崎北ＲＣ
長崎北東ＲＣ

松山 要さん
浜中 洋さん

12 月度スケジュール
★第１ 卓 話
★第２ 年次総会
★第３ 忘年例会
★ 12/23.30 休会

サンプリエール

本日のプログラム
■点 鐘
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング
「手に手つないで」
■ご来訪者紹介並びに会長挨拶
■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
■卓話
■点 鐘

先週末の地区大会参加の皆さんご苦労様でした。 延原正ＲＩ会長代理 （岡山南ロー
タリークラブ） をお迎えしての大会は大変素晴らしい大会だったと思います。
当日午前の会長 ・ 幹事部会では RI 会長代理より 「庭訓」 （ていきん） と云う、 家庭教育の大切さを説いた孔子
の教えや、 ロータリーに対しては 「若い人に魅力ある組織になる為には人材を育てる事が大事です。 団体の力は
個の力、 個の力の結集が団体の力です。 初期の理念を忘れず、 変化に対応する人材を必要とする。 人生は
誰かに渡すもの、 後から来る者を信じて渡すもの」 と言われました、 まさにその通りだと思います。 私も最年少の
松尾保君を信じて諸先輩共々、 クラブを支えて行ければと思っています。
さて、 今日 11 月 18 日は 「土木の日」 です。 1879 年 11 月 18 日に日本工学会の前身である工学会が設立
された日である事と、 「土木」 の 「土」 が十と一に、 「木」 が一と八に分解できる事に由来します。 ご周知のように、
昨今は土木に限らず建築も含め建設業界は未曾有の不況下です。 １０年前より半分くらいの工事量ではないかと思い
ます。 私もですが、 多くの会員がこの業種におられます。 厳しい中ですが、 なんとか生き延びたいものです。 会員の
皆さん何かあれば会員の各社をよろしくお願いします。 出来事としましては、 1928 年ミッキーマウスのデビュー作となる
映画 「蒸気船ウィリー」 が公開されています。 今日がミッキーマウスの誕生日です。 1974 年にはフォードアメリカ
大統領が現職の大統領としては初めて来日しました。 著名人の誕生日としては 「魔弾の射手」 の作曲家エルトン ・
フォン ・ ヴェーバーが 1786 年に、 日本歌謡曲の大作曲家 ・ 古賀正雄が 1904 年に、 森進一が 1947 年に、
「にしおか ・ すみこ だよ～」 と鞭も持って登場するお笑いの 「にしおか すみこ」 が 1974 年に生まれています。
以上 「今日の歴史」 でした。 今日の卓話は先週のロータリー財団 ・ 森委員長に続き、 米山記念奨学委員会 ・
田中克憲委員長の話です。 米山は田中克憲委員長の双肩にかかっておりますので、 よろしくお願いします。

幹事報告 11/15-16 に開催されました地区大会には全員登録という事で皆様にご協力
頂きました。その際配布されたパンフレット、エコパックを受付に置いておりますので、
御入り用の方はお持ち帰り下さい。

100 万ドルの食事

100 万ドル食事の日とは ・ ・ ・
例会で粗食の日を定め、 それによって得られた節約額を積み立てこれを
社会奉仕、 国際奉仕等の資金に繰り入れるものです。 2 ドル節約すると
当時の 50 万人のロータリアン全部で 100 万ドルになるという所からこの
名称ができました。 当クラブはその節約額を米山記念奨学会へ寄付しています。
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〔結婚祝〕
松石 六雄さん
近森栄太郎さん

NWRC

会員卓話

SINCE

Oct.1984

ロータリー米山記念奨学事業とは・・・・
全国のロータリアンからの寄付金を財源として、
日本で学ぶ私費外国人留学生に奨学金を支給し、
支援する国際奨学事業です。

米山記念奨学委員長
田中克憲会員
米山記念奨学会について
普通寄付金

日本の全ロータリアンからクラブを通じて定期的にする寄付。各クラブで会員 1 人あたりの
金額を決定し、会員数分を半期に一度送金します。 当クラブは、年間 3,000 円×会員数

特別寄付金

個人・法人またはクラブから、普通寄付金以外に任意でする寄付。ロータリー関係者以外の
一般個人、法人、団体からも受付をしています。金額の下限はありません。★寄付金控除対象

日本独自の多地区合同奉仕事業 平和を愛し、青少年に手を差し伸べた“日本ロータリーの父”米山梅吉氏の
遺徳を記念する事業として、1952 年、東京ＲＣは日本で学ぶ外国人留学生を支援する国際奨学事業を始めま
した。やがてそれは、日本全国のロータリークラブの共同事業として発展し、1967 年に文部省(現・文部科
学省)を主務官庁とする(財)ロータリー米山記念奨学会が設立されました。50 有余の歴史をもち、世界に類
を見ない日本独自の多地区合同奉仕活動となっています。
なぜ留学生支援なのか？ 「今後、日本に生きる道は平和しかない。それをアジアに、そして世界に理解
してもらうためには、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築く事。
それこそが、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」―。事業創設の背景には、当時
のロータリアンのこのような思いがありました。それから50年以上の歳月が流れましたが“民間外交として
世界に平和の種子を蒔く”
という米山記念奨学事業の使命は一貫して変わっていません。
留学生への支援は、
未来に向って平和の懸け橋をかける尊い奉仕なのです。
━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━* ━

第２７４０地区 ・ 地区大会開催
ＲＩ会長代理ご夫妻と
高城ガバナーエレクト

11 月 14 日・15 日・16 日 於＊アルカス佐世保

田中克憲さん 今日は「(財)ロータリー米山記念奨学会について」卓話をさせて頂きます。お聞き苦しいで
しょうがご聴講下さい。
三宅敏彦さん 11/15 日、16 日佐世保での地区大会参加の皆さん、お疲れ様でした。行きは馬場さんの車で、
帰りは安永会長の車にお世話になりありがとうございました。16日のコンサート、森山良子の
澄み切った声に魅了されました。
安永勝信さん ①地区大会参加の皆さん、ご苦労様でした。三宅さんには佐世保バーガーを頂き、ありがとうござい
ました。3人分の夕食助かりました。②今日の卓話の田中克憲さん、よろしくお願い致します。
日高豊久さん 地区大会参加の皆さん、お疲れ様でした。馬場さん、お世話になりました。
榎本延光さん 地区大会ご参加の皆様、お疲れ様でした。今回はゴルフに始まり、本会議、コンサートとほと
んど出席させて頂き、大いに勉強になりました。
水本由幸さん 先週は、鎌倉、箱根に 2 泊３日のロマンチックな旅をしました。
武藤雅弘さん クラブ入会記念日自祝。 2008-09 年度目標 1,800,000 円 11/18 現在ニコニコ累計 614,000 円
忘年例会でのビンゴの賞品の御提供をお願いします！！

ニコニコボックス
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