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期首会員58名  入会1名  退会1名 現在会員58名

NWRC SINCE Oct.1984

★9/7 第 1 ガバナー公式訪問(夜例会18 時～)　　
★9/14 第 2　卓話　　★9/21 第 3 観月例会　(京華園)
★ 9/28 第 4 クラブフォーラム

◇点　鐘　◇四つのテスト唱和　
◇ロータリーソング「それでこそロータリー」
◇ご来訪者紹介並びに会長挨拶 ◇食事と懇談の時間 ◇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

◇会員卓話並びに会員増強委員会　◇点　鐘

◆8月31日プログラム◆

Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

長崎西ロータリークラブ週報
2010～ 2011 年度第1232 回例会 平成22年8月24 日No7

会長／劉　済昌　　幹事／北口功幸

◆四つのテスト◆

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

8 月の結婚・誕生・入会祝い

今月のロータリーレート* *
9/1 より 1 ドル 86 円

9 月の例会スケジュール

　皆様こんにちは。先週はお盆のため例会はお休みで

した。１週間開くとなんとなく久しぶりの例会のような

気がします。本日8 月24 日は旧暦の7 月15 日で旧盆に

あたります。盂蘭盆と言われこれはサンスクッリト語の

『ウランバナ』からきているようです。日本でこの盂蘭盆

が残っているところは沖縄県だけ、そして私たち華僑

の中国盆もそうです。昔僧侶達が安居(あんご・安居とは

僧侶達が一定期間一か所に集まり修業をすると言う意味

ですが）その最中に、神通力第一の目連尊者が亡くなった

母親の姿を探すと、餓鬼道に堕ちているのを見つけま

した。水や食べ物を差し出したが、ことごとく口に入る

直前に炎となって母親の口に入らなかった。哀れに

思って、釈尊に実情を話して方法を問うと「安居の最後の

日にすべての比丘(びく・比丘とは仏教における男性の

出家修行者のことですが）に食べ物を施せば母親にも

施しの一端が口に入るだろう」と答えられ、その通り

に実行すると餓鬼道に堕ちていた者たちにも母親の口

にも入ったそうです。崇福寺で行われている中国盆が

それにあたり正式には「普度盂蘭盆勝会」と言い、世の中

すべての亡くなった生き物（人間から動物や虫・植物）

まで施餓鬼供養を行います。毎年旧暦の7 月 26 日から

3 日間行われ、その１週間前から崇福寺はすべて精進に

入ります、そして最終日の午後精進明けとなり、豚や

鶏、魚など持ち込まれ料理してお供えし、金山・銀山

が燃やされ霊を送ります。これは私達の先祖が日本に

やってきて以来行われていいますが、今では中国国内

では行われていません。今年は9月4,5,6日で行います。

時間がありましたらお越しください。

◆北口功幸幹事◆

〔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　島崎義忠さん

〔入会祝) 池田賢一さん 下田隆雅さん 勝野博文さん 冨久幸芳さん

　新世代月間

9月のロータリー月間 **

幹　事　報　告

今週のお祝い

【 誕 生 祝 】

勝野博文さん

島崎義忠さん

米山功労者表彰

米山功労者第4回マルチプル　

　 　　三宅敏彦さん

会　長　挨　拶

◆劉　済昌会長◆

ロータリーレートの変更

　　　　現行1ドル88円⇒9/1より86円

ご来訪ロータリアンの紹介
長崎ＲＣ　天本俊太さん　

【 入 会 祝 】

池田賢一さん

田中作次氏（第2770地区八潮RC/
1994～95年度ガバナー）が、指名

委員会により、2012～13年度の
国際ロータリー会長に選出されま
した。対抗候補者がいない場合、
同氏は10月1日に会長ノミニーと
なります。

●●第2740地区HP最新情報●●
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◆天本俊太さん(長崎RC)　IA年次大会お疲れ様でした。

　来年長崎女子高(長崎RC)がホスト校となりまし

　たので、宜しく御指導、御協力お願い致します。

◆渡邊修志さん　本日第9グループのガバナー補佐

　としての自クラブのクラブ協議会となりました。

　よろしく御協力お願い致します。

◆髙橋市郎さん　渡邊修志ガバナー補佐公式訪問を

　心から歓迎致します。

◆柳　信良さん　渡邊補佐には、御役目とは言いな

　がら、暑い中御苦労様です。健康には御留意の上、

　お励み下さい。

◆島田靖彦さん　渡邊ガバナー補佐のご来訪を歓迎

　します。ご指導よろしくお願い致します。

◆島崎義忠さん　渡邊修志ガバナー補佐、二度目の

　お務めご苦労様です。お身体ご自愛下さい。

　私26日に誕生日を迎えます。皆さんからのハッ

　ピーバースデーの歌をあと何回聞けますやら。

　本日は有難うございました。

◆安永勝信さん　渡邊ガバナー補佐を歓迎します。

　よろしくご指導下さい。

◆栗原博志さん　渡邊ガバナー補佐、本日のクラブ

　協議会、ご苦労様です。よろしくお願い致します。

◆川瀬隆史さん先日の西会、欠席の連絡を失念し、

　御迷惑をお掛けしました。そのお詫びです。

★ニコニコ目標 　　1,500,000円
★本日のニコニコ   37,000円
★ニコニコ累計　　　  216,000円

MEMO

　　8/24 例会出席率(8/3 修正出席率72.41％)

●会員数58 名(出席免除7 名)●出席32 名

●免除者出席5 名●欠席21 名●出席率63.79％

 

ニ コ ニ コ 袋

1.会長挨拶並びにクラブ運営方針　劉　済昌会長

2.ガバナー補佐挨拶　    渡邊修志ガバナー補佐

3.クラブ現況報告　 北口功幸幹事

4.決算報告 髙木宏隆前幹事

　監査報告 平山寿則監査担当

5.予算報告 北口功幸幹事

6.委員会報告　SAA委員会　 冨久幸芳副委員長

クラブ奉仕委員会　 木庭吉昭会長ｴﾚｸﾄ

日髙豊久担当理事

職業奉仕委員会　 松尾悦次担当理事

社会奉仕委員会　 中野　敏担当理事

国際奉仕委員会 榎本延光担当理事

新世代委員会 水本由幸担当理事

7.ガバナー補佐講評　    渡邊修志ガバナー補佐

 
渡邊修志ガバナー補佐訪問

　クラブ協議会開催

皆様こんにちは。今日はガバナー補佐と

して私共のクラブにこうやって立たせて

頂き光栄に存じます。現在9グループの5

クラブのクラブ協議会を済ませました。

また、今月は会員増強月間であり、すでに

長崎RC、長崎北東RCは会員2名を増員して

おりますので、我がクラブもそれに追い

つく様に頑張って頂きたいと思います。先ほどの劉会長

のお話の通り、会員増強には退会防止も必要でございま

すので、どうか皆様でスクラムを組み、会員増強と退会

防止に努めて頂ければと思います。また西クラブは他の

クラブに比べ出席率が低く、この前から努力されている

と思いますが、ロータリーでは例会に出席すると言う事が

最も重要視されておりますので、出席率の向上に努めて

頂ければと思います。今日のクラブ協議会では皆様が

どのような活動をされるのか、どのように活性化させる

のか、それがどのような発展につながっていくのかとい

う事でございますので、今日はよろしくお願い致します。

≪ 9 月の行事予定≫

9/ 4(土)地区米山記念奨学セミナー

9/ 5(日)地区国際奉仕セミナー

9/ 7(火)ガバナー公式訪問　ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎18時～

9/12(日)青少年委員会・高島釣り大会

9/18(土)地区職業奉仕セミナー

9/21(火)観月例会　京華園18時30分～


