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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

★1/11　第 1　新年例会　ホテルニュー長崎12 時30 分　
★1/18　第2　卓　話
★1/25　第 3　クラブフォーラム　

◇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　◇点鐘　◇新年懇親会

　　　　◆1月11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1247 回例会 平成22年12 月14 日No22

会長／劉　済昌　　幹事／北口功幸

◆四つのテスト◆

言行はこれに照らしてから

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

　1 2 月の結婚・誕生・入会祝い

11/1 より 1 ドル 82 円

1 月の例会スケジュール

〔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

　家　族　月　間

　◆劉　済昌会長◆

会　長　挨　拶

　
皆さん、こんにちは。本日は年次総会になっています。

今年もあと1回の忘年例会を残すところになりました。

今日で22回目の例会になります。あと24回例会、ＩＭ、

ライラとまだほかにも事業が残っていますが、今後とも

皆さんの協力とご支援をよろしくお願い致します。

　この後総会において半期の報告を致しますので、簡単

に終わらせて頂きます。

追伸　インターアクトの元顧問の宮川先生がお亡くなり

になりました。ご冥福をお祈り致します。

今月のロータリーレート* *

◆平山寿則幹事ｴﾚｸﾄ◆

　例会変更　東長崎RC　1/11(火)→1/8(土)

　　　　　　　創立31周年記念例会並びに新年会の為

　休　会　　東長崎RC　12/28(火)、1/4(火)休会

◆理事会報告◆

　【報告事項】事務局年末年始休暇　12/28～1/3・1/5

　【協議事項】ながさきグリーンキャンペーン協賛の件

　 　例年通り　1口10000円の協賛

　【審議事項】次年度理事役員の選出

　【その他】　9.10グループ会員名簿　定価3000円

　会員の皆様には1冊1000円のご負担をお願います。

【結婚祝】　渡邊修志さん

【誕生祝】　平山寿則さん

　　　　　三田光雄さん

【入会祝】　寺坂基幸さん

今週のお祝い

幹　事　報　告

12月のロータリー月間 **

≪渡邊ガバナー補佐ご挨拶≫

　皆さんこんにちは。ガバナー補佐を

拝命頂きまして半年が過ぎました。

この半年は恙無く役目を務める事が

出来ました。これも皆様方のご支援と

ご協力のお陰だと思っております。

私は脚が悪くなり、皆様方に見苦しい恰好をお見

せしたのですが、来年1月に手術をして、それが

吉と出るか凶と出るかわかりませんが、来年は

ちゃんと歩けるような身体になって戻って来たいと

思います。来年も皆様方のご協力を頂きながら、

頑張りたいと思いますので、よろしくお願い致します。

委 員 会 報 告

12/21の忘年例会に福引抽選会を行います。

先々週にもお願いを致しましたが、まだ事務局に

8個しか届いておりません。ちょっと少ないので、

事務局、またはサンプリエール、もしくはニュー長

の松尾さんに届けて頂ければと思います。

よろしくお願い致します。

◆宮脇茂親睦活動委員長◆

◆水本由幸新世代理事◆

青少年委員会からですが、本日テーブルにあります

ケーキは、マリア園から頂きました。

また、クリスマス会のご案内を3施設

より頂いております。

浦上養育院 12/19(日)、明星園12/22

(水)マリア園12/23(祝)となっており、

青少年委員会より出席致します。
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　　　　　　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　　　長崎西　　　ホテルニュー長崎
水　長崎南　ホテルグラバーヒル　長崎北東 長崎新聞社　アストピア
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

◆渡邊修志さん　ガバナー補佐としての半期、無事過
　ごす事が出来ました。これも皆様方からの御協力御
　支援のお陰と深く感謝致します。残された6ヶ月間も
　頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。
　結婚祝い、美しい花ありがとうございました。
◆田中克憲さん　長崎ペンクラブの季刊誌“ら・めーる”
　に田中克憲編“断腸亭日乗- 永井荷風作”が掲載さ
　れました。第2 部を執筆中です。乞う、ご期待!
◆木庭吉昭さん　今日は日本の文化「忠臣蔵」の日だ!!
◆高橋市郎さん　誕生日自祝。1934年12月20日生まれ、
　来年ウサギ年になると77 歳になります。今後とも
　どうぞよろしくお願いします。
◆平山寿則さん　12月13日で、娘の未耀ちゃんが4歳、
　私が60 歳になりました。家庭の誕生会の主役は娘に
　奪われてしまいました。私の誕生日を祝って頂ける
　のは、皆さんだけです。ありがとうございました。
◆三田光雄さん　誕生日自祝。
◆増崎進一さん　先日連絡があり娘の交換留学先が決
　まりました。1660地区、フランス、パリとなりました。
　来年度はフランスより留学生が参りますので、宜しく
　お願いします。

 

ニ コ ニ コ 袋

12/14 例会出席率(11/30 修正出席率85.18％)

●会員数58 名(出席免除7 名)●出席24 名

●免除者出席5 名●欠席29 名●出席率51.78％

★ニコニコ目標 　　 1,500,000円
★本日のニコニコ 　　32,000円
★ニコニコ累計　　　  　609,050円

 

 

　 　　　　≪半期の報告　会長 劉　済昌≫
会長ｴﾚｸﾄとして、本年3/20 に佐賀九州陶磁器文化会館
にてＰＥＴＳの研修会をかわきりにスタートしました。
5/15、地区協議会が行なわれ会長・幹事・理事および
ガバナー補佐（各予定者）で参加しました。6/11、前期
今期合同の会長・幹事会が行なわれ、会長・幹事・ガバ
ナー補佐の3 名で参加しました。7/6、緊張の中記念す
べき第1 回例会が始まり、藤沢南RC の方々5 名が30 周
年の案内に来られました。7/11、地区クラブ奉仕部門セ
ミナーが武雄センチュリーホテルで行われ、会長・幹事
日高クラブ奉仕理事及びガバナー補佐4 名で参加致しま
した。7/15、グラバー奨学生ケリージョンソンさんの歓
迎パーティー、長崎RC の方々と当クラブの国際奉仕関
係者の皆さん、グラバー奨学OB、市国際課、日英協会
の参加もと行われました。7/25、地区社会奉仕部門セミ
ナーが武雄センチュリーホテルにて行われ、会長と中野
社会奉仕理事で参加。7/30、西会をホテルニュー長崎ビ
アホールで開催し、32名の参加。7/31、インターアクト
年次大会が全日空グラバーヒルにて行われ、ロータリア
ン、海星の顧問の先生とインターアクト生徒で参加。
8/2、グラバー奨学生ケリージョンソンさんの送別パー
ティーを長崎RC のメンバーと当クラブの関係者で行い
ました。8/8、地区セミナーとして規定審議会説明会が
武雄センチュリーホテルであり、野口パストガバナーより
説明があり、ＲＩに対してかなり不満を言ってました。
会長・幹事及びガバナー補佐の3 名で出席致しました。
8/8、地区新世代委員会が行われ、水本新世代委員会理
事が出席致しました。8/24、ガバナー補佐をお迎えして
クラブ協議会。8/27、第1回会長幹事会がサンプリエール
で行われ、ＩＭ、ライラ、カンボジア支援など討議され
ました。会長幹事及びガバナー補佐で出席致しました。
9/4、地区米山奨学委員会セミナーに石橋米山記念奨学
委員長、ガバナー補佐が出席。9/5、地区国際奉仕セミ
ナーが行われ、榎本国際奉仕理事、山下ロータリー財団
委員長が出席致しました。9/7、高原ガバナーをお迎え
して、夜の公式訪問をホテルニュー長崎で行いました。
9/12、施設の子供たちと高島バーベキューと釣り大会を
予定していましたが、あいにく天候不良のため延期となり、
来年5 月ごろに再度計画したいと思っています。
9/16、社会奉仕委員会によるマリア園毛布クリーニング
9/18、地区職業奉仕部門セミナーに松尾職業奉仕理事、
ガバナー補佐が出席。9/21、　観月例会を京華園で行い
ました。宮脇親睦活動委員長の企画で楽しいひと時を過
ごしました。10/15、第２回会長幹事会が行われ、会長
幹事及びガバナー補佐で出席致しました。10/19、職場
訪問例会ホテルニュー長崎。10/23.24 藤沢南RC30 周年
記念式典に11 名で出席し、温かいもてなしを頂きまし
た。11/5.6.7、地区大会行われ当クラブより23 名出席
致しました。12/1、第3 回目の会長幹事会が行われ、会
長幹事及びガバナー補佐で出席致しました。12/4、地区
社会奉仕部門後期セミナーが有田ポーセリングパークで
行われ会長幹事で出席致しました。
以上報告でおわかりのように、とにかく本年は地区セミ
ナーが多かったのが感想です。

　　≪寄付並びにニコニコの現在状況≫　
ロータリー財団寄付　(目標5800＄)+(ポリオ1000＄)
　個人1500＄、クラブ580＄、ポリオ1000＄
米山財団寄付(目標58 万)
　個人224,000円　クラブ58,000円(100 万ドル食事)
ニコニコ(目標1,500,000 円)12/7 現在　577,050 円

会長　　　木庭吉昭　　会長ｴﾚｸﾄ　牧　文春

直前会長　劉　済昌　　幹事　　　平山寿則

幹事ｴﾚｸﾄ　水本由幸　　会計　　　前田良治

SAA　榎本延光　クラブ奉仕担当理事　勝野博文

職業奉仕担当理事　日髙豊久

社会奉仕担当理事　松尾悦次

国際奉仕担当理事　山口圭一

新世代担当理事　　北口功幸

2011 ～ 2012 年度理事役員紹介

MEMO


