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第 1152 回 例会記録 平成 20 年 11 月 25 日

期首会員 63 名 入会 1 名 退会 2 名 現在会員 62 名
四つのテスト

2008 ～ 2009 年度ＲＩテーマ

12 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕
山口圭一さん 深堀俊一さん 三宅敏彦さん 渡邊修志さん
〔誕生祝)平山寿則さん 三田光雄さん 高橋市郎さん 中野 敏さん
(入会祝)島崎義忠さん 徳安 恂さん 北口功幸さん 寺坂基幸さん

＄＄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

12 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

鳥巣維文さん

★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
■国歌斉唱
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング「奉仕の理想」
■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

先週の土曜日、 インターアクト例会はインターアクト地区委員の長崎出島ＲＣ松園隆さんを
迎えて行われました。 会場設営の指導はありましたが、 当日７名のロータリアンの出席に感心
されておられました。 他クラブはほとんど担当委員１名らしく、 西クラブの熱心さに驚かれたようです。 又、 ３分間スピーチを
行い生徒たちの指導している事を高く評価して頂きました。 改めて歴代委員会の皆さんに感謝致します。
今日は長崎県文化 ・ スポーツ振興部長 藤泉様に 「バチカンの名宝がやって来た」 と題して卓話をして頂く事に
なっております。 24 日、 ローマ法王庁主催の列福式が長崎の地で行われたばかりですので、 興味深い話です。 よろしく
お願い致します。 さて、 「今日の歴史」 ですが、 1921 年 11 月 25 日には皇太子裕仁親王 （後の昭和天皇） が摂政
に就任されています。 印象の強い事件が２件あります。 1970 年には三島事件が起きました。 文学者の三島由紀夫が
市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部室を 「盾の会」 メンバー 4 人と共に訪問。 総監 ・ 益田兼利陸将と談話の後、
総監を人質に取って篭城、 バルコニーで自衛隊決起を促す演説をしましたが、 その意が伝わらず、 わずか 7 分間で
切り上げ、 その後森田必勝らと共に 「天皇陛下万歳」 を三唱した後、 恩賜のタバコを吸い総監室で自身の腹に短
刀を付き立て、 介錯の刀により絶命した事件です。 1986 年には 「有楽町３億円事件」 も起きています。 有楽町の
三菱銀行で、 現金輸送車が３人組の男に襲われ現金約３億３千万と有価証券が奪われましたが、 警察の 「1968 年の
府中３億円事件の汚名返上を」 との必死の捜査で、 犯人のフランス人３名、 アルジェリア人１名を 1988 年フランスと
メキシコで逮捕しています。 11 月 25 日生まれの著名人としては、 後のＵＳスチール社となるカーネギー鉄鋼会社を設立し
財をなした、 アンドリュー ・ カーネギーがおります。 彼は 1835 年スコットランドのダンファームリンで生まれ、 アメリカに渡り
幾度かの職業を経て鉄鋼王と呼ばれるほどに財をなし、 成功後は会社を売却して、 その財産を慈善事業に使っています。
カーネギーホールの設立は有名です。 彼は著書 「富の福音」 の中で 「俗福な人はその富を浪費するよりも、 社会が
より豊になる為に使うべきだ」 と述べています。 又、 1914 年にはアメリカ大リーグ ・ ニューヨークヤンキースで活躍した
ジョー ・ ディマジオが生まれています。 ＭＶＰ３回、 首位打者２回、 本塁打王２回、 打点王２回を取り、 彼の背番号
「５」 はヤンキースの永久欠番に指定されています。 1954 年にはマリリンモンローと結婚し、 新婚旅行で来日しましたが、
９ヶ月間で破局しました。 １９５７年には前阪神タイガース監督岡田彰布 （おかだ あきのぶ） が生まれています以上
「今日の歴史」 でした。 終わります。

幹事報告

例会変更のお知らせ
長崎琴海ＲＣ 11/27(木)調理実習例会の為 12 時 30 分～旅館浜荘
12/4(木)職場訪問例会の為 13 時～日本ビソー長崎事業所
12/25(木)→ 22 日(月)クリスマス忘年家族例会の為 19 時～
パサージュ琴海
東長崎ＲＣ
12/9(火)年次総会並びに忘年例会の為 18 時 30 分～肥前屋

委員会報告 新世代(山口理事)ローターアクト全国研修会ご協賛のお願い
親睦活動(日高委員長)クラブ会報による年賀広告のお願い
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〔結婚祝〕 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
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ロータリー財団月間に因んで

卓 話

非営利法人、国際ロータリーのロータリー財団の使命は、ロータリ
アンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済する事
を通じて、世界理解、親善、
平和を達成できるようにすることです。
資金による支援 2 0 0 5 - 0 6 年度、ロータリー財団は総額米貨１億
1,190万ドルの寄付を受け、クラブや地区が実施する人道的、教育的
プログラムを支援するためにおよそ１億800万ドル以上を支給しました。
ロータリアンからの寄付は、３つの主な基金に入れられます。
● 財団プログラムを通じて補助金および奨学金を授与するための
年次プログラム基金
● 長期的な財団の活動を確かなものとしながら、その一部のみが
財団プログラムの支援に回される恒久基金
● ポリオのない世界というロータリーの夢を支援するポリオ ・ プ
ラス基金
ロータリアンからの寄付は、すべての１ドルにいたるまで、人道的、
教育的、文化交流プログラムとプログラム運営のために使われます。
クラブおよび地区は、
世界中で多くの有意義なプロジェクトを実施す
るために、財団補助金を申請、受領します。一人当たり年間 100ドル
以上の寄付を世界中に奨励することを目的とする「毎年あなたも100
ドルを」推進活動は、以下に説明されている極めて重要な財団プログ
ラムを支援しています。
教育的プログラム 教育的プログラムは、異なる国や文化圏の人々を結び付けることで国際理解を推進します。
国際親善奨学金は、大学生を対象とする国際的プログラムであり、毎年、海外滞在中に友好を築く親善使節となるおよそ
800 人の学生を派遣しています。ロータリー世界平和フェローシップは、平和および紛争解決の分野における国際問題研
究のためにロータリー・センターにおいて修士課程の研究を行う学生を対象に授与されます。
ロータリー平和および紛争解決研究プログラムは、タイにある平和および紛争解決のためのロータリー・センターにおけ
る短期の修了プログラムでの研究にあたるために個人に授与されます。研究グループ交換は、25歳から40歳の事業および
専門職務に従事するロータリアンではない人々のために異なった国の地区の間で実施される短期の文化および職業に関す
る交換プログラムです。大学教員のためのロータリー補助金は、海外において低所得国の人々に実用的な学問分野を教授
する高等教育の教員を対象に授与されます。
人道的補助金プログラム 人道的補助金プログラムは、ロータリアンが、国際奉仕プロジェクトに対する支援を増
やし、用水井戸、医療、識字能力向上、および人々が必要とする他の奉仕事業を提供できるように援助します。これらの
奉仕プロジェクトを成功させるためには、ロータリアンの参加が鍵となります。

長崎県文化 ・ スポーツ振興部長
藤
泉さん
「バチカンの名宝がやって来た」

安永勝信さん ①藤 泉様、本日の卓話ありがとうございます。②ご案内にありましたように、例年通り賀詞
広告をお願いしております。ニコニコが予定を下回っているので、皆様御協力下さい。
池田賢一さん 藤部長の卓話、ありがとうございます。
中野 敏さん ① 11/22(土)海星ＩＡＣ例会にご出席の皆様、ありがとうございました。特に水本さんには
お世話になりました。②山口さんの御子息のご結婚、おめでとうございます。末永いお幸せを
お祈り申し上げます。
山口圭一さん 11/22(土)海星高ＩＡＣ例会に欠席しましたので、ニコニコします。水本さん委員長代行あり
がとうございました。
榎本延光さん 名古屋で 3 人目の孫が先週生まれました。初の女の子で、早くも将来はモデルか女優かと、
目を細めて帰って参りました。
川瀬隆史さん 昨日の列福式、無事生中継を終えました。放送まで色々の困難がありましたが、歴史的イベント
を国内へ届ける事が出来ました。皆様に感謝します。
また、
結婚記念日ありがとうございました。
松石六雄さん 結婚記念日自祝。
河野圭一郎さん 結婚祝いのお花ありがとうございました。
勝野博文さん 23 日は素敵なお花をありがとうございました。妻が大変喜んでおりました。
2008-09 年度目標 1,800,000 円 11/25 現在ニコニコ累計 637,000 円 ニコ Box 累計 43,545 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

長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
会 長
幹 事

安永 勝信
榎本 延光
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ホテルニュー長崎 095-826-8000
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