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★第１ 卓　話　

★第２ 年次総会

★第３ 忘年例会　サンプリエール

★ 12/23.30休会

■点　鐘
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング「我らの生業」
■インターアクトの歌
■ご来訪者紹介並びに会長挨拶
■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
■年次総会　　
■点　鐘

〔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

2008～ 2009年度ＲＩテーマ

　         第 1153回 例会記録　平成20年12月2日

2 0 0 8 ～ 2 0 0 9 年度  ＮＯ 19

Nagasaki  West  Rotary   Club
長崎西ロータリークラブ週報

　　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

四つのテスト

本日のプログラム12月の結婚・誕生・入会祝い

ご来訪ロータリアンの紹介　
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 早いものでもう師走になり、 昨日より歳末助け合い運動が始まりました。 今月はクラブのニコ

　  　           　 ＢＯＸの一回分でもそちらへ協力して頂ければと思います。

来週は半期の総括という事で年次総会となっておりますが、 それと同時に来期三宅会長エレクト体制の発表と、 会長

ノミニー、 幹事ノミニーの報告 ・ 承認を審議して頂く事に致します。 本日の例会後の理事会でまず承認して頂き、 皆さん

にお計りしますので楽しみにして下さい。 良い人事が出来たと思います。

　さて、 「今日の歴史」 です。 今日は１９９０年ＴＢＳの記者　秋山豊寛氏がソ連のソユーズＴＭ１１号で日本人初

の宇宙旅行をした日に因んで 「日本人宇宙飛行記念日」 となっています。 それ以外の出来事では、 １８０４年ナポ

レオン ・ ボナパルトがパリのノートルダム大聖堂で戴冠式を行い、 フランス皇帝に即位しております。 １８２３年にはアメリカ

大統領ジェームス ・ モンローが、 ヨーロッパ諸国の当時の植民地政策に対応し、 アメリカの中立性を保つべく、 「アメ

リカ大陸縄張り宣言」 とも言われる 「モンロー主義」 を掲げた政策を発表しております。 著名人の誕生日としては１８

１７年、 大河ドラマ 「篤姫」 で最近西郷隆盛、 大久保利通等と共に登場していますが、 幕末の鹿児島藩における

最高権力者であった島津久光がおります。 彼は２８代藩主島津斉彬の異母弟で、 ２９代島津忠義は彼の長男です。

１９１８年には銀幕の大スター高峰三枝子が生まれています。 松竹映画で上原謙、 佐野周二、 左分利信と共演した

「婚約三羽烏」 でデビューしました。 歌える女優として、 「湖畔の宿」 「南の花嫁さん」 「懐かしのブルース」 「別れ

のタンゴ」 等、 多くのヒット曲を出しました。 又、 ２０世紀最高のソプラノ歌手と言われているマリアカラスも１９０３年の

今日生まれています。 それから、 妖艶で独特な雰囲気を持った女優、 大地喜和子も今日が誕生日です。 代表作

には 「欲望という名の電車」 「近松心中物語」 「唐人お吉」 等があります。 以上 「今日の歴史」 でした。

長崎ＲＣ 山下新太郎さん　長崎ＲＣ　　吉田正和さん

福江中央ＲＣ 山口英太さん

 

　　
　　　　〔結婚祝〕　
山口圭一さん　深堀俊一さん
　　　　(入会祝)
島崎義忠さん　徳安　恂さん

北口功幸さん

幹事報告　　　　　　　例会変更・休会のお知らせ

《例会休会》　 長崎北ＲＣ12/29(月)・長崎南ＲＣ12/31(水)

長崎出島ＲＣ12/26(金)定款第６条第１節により休会

《例会変更》 長崎北ＲＣ12/15(月)忘年例会の為　18時～サンプリエール

　　　　　　　　1/5(月)→ 1/13(火)新年家族懇親会の為　18時～富貴楼

＄＄ロータリーレート(11/1より)＄＄　1ドル　96円

委員会報告 親睦活動(日高委員長)忘年例会のビンゴの賞品の集まりが

少ないですので、皆様の御協力をお願い致します。

会員退会　宮原増幸さん　山内義三さん

事務局年末年始休暇　12/27(土)～ 1/4(日)
理事会報告

Ｎｅｗ！
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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新観光開発ビル

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）

　2008-09年度目標1,800,000円　12/2現在ニコニコ累計　673,000円　ニコBox累計　43,545円

ニコニコボックス

吉田正和さん(長崎ＲＣ)　久しぶりのメーキャップです。よろしくお願い致します。
山口英太さん(福江中央ＲＣ)　メーキャップ、よろしくお願い致します。
森　信興さん 光陰矢の如し　12月になりましたね。
草野志郎さん 寒くなりました。風邪にご注意！
安永勝信さん 特に何もありませんが今月は皆様「飲み会」が多いと思いますので御身体大事に。
北口功幸さん 12月 3日で入会6年目を迎えます。今後とも宜しくお願い致します。
山口圭一さん 12/1お花を頂きました。ありがとうございました。
寺坂基幸さん 結婚記念日・クラブ入会記念日自祝。
近森栄太郎さん 結婚記念日自祝。先日は立派な花束をありがとうございました。花を見ながら、結婚当時の事

を振り返りながら、年々強くなっている嫁に疑問を持ちながら、男としてどうあるべきか、
改めて考え直した次第です。

忘年例会でのビンゴの賞品の御提供をお願いします！！

━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　

　 会員卓話
　会員増強委員会

　ＲＩ李会長主催　

会員増強会議ＤＶＤ

12月は家族月間
1995-96年度ハーバード・ブラウン会長は、世界

平和は地域、家族から始まるとの考えを表明しました。

そして1995年 11月のＲＩ理事会において、2月の第2週を「家族

週間と指定することになりましたが、2003年7月の同理事会において、

2003-04年度ジョナサン・マジィアベ会長が、家族の重要性を主眼

とした事を称え、12月を「家族月間」と指定しました。これに伴って

「家族週間」は廃止されました。

　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　バラック・オバマ次期アメリカ大統領は、元ロータリー

　　　 　 　 　 　 　 　 　　　　 　財団の奨学生で1979年から1987年まで連邦準備制度理事会

の議長を務めたポール・ヴォルカー氏をホワイト・ハウス

の新経済再生諮問委員会のリーダーに指名しました。

　 大統領経済再生諮問会議は、金融市場を安定させることに

ついてのアドバイスと分析をオバマ氏に提供します。

諮問委員会は、いろいろなビジネス部門からの役員で構成

されます。ヴォルカー氏は、ニュージャージー州のRI7490

地区の支援をうけ1951～52年にロンドン・スクール・オブ・

エコノミクスで学びました。ヴォルカー氏、指名に関する記事は下記をご覧下さい。

　　　http://news.yahoo.com/s/ap/20081126/ap_on_go_pr_wh/obama_economy

オバマ次期大統領とヴォルカー氏

オバマ次期アメリカ大統領　元ロータリー財団奨学生を新経済再生諮問委員会のリーダーに指名

　▼ 最新情報＆トピックス

 

━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　━*　

12/16(火) 忘年例会　18時30分～　サンプリエール

12/23(火)、 12/30(火)　定款第６条第１節により休会

1/5(月) 事務局開き　12時～　西ＲＣ事務局

1/6(火) 新年例会18時30分～　ホテルニュー長崎

12月～ 1月スケジュール


