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★5/10 第 1　卓話　　　　★5/17 第 2　卓話

★5/24 第 3　ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ　　★5/31 第 4　卓話

◇点　鐘　◇四つのテスト唱和　
◇ロータリーソング「我らの生業」
◇ご来訪者紹介並びに会長挨拶 　◇新会員紹介　◇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　小林直樹さん・山田吉盛さん　　 ◇点　鐘　

　　　　◆5月17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
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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

　5月の結婚・誕・入会祝い

5/1 より 1 ドル 82 円

5 月の例会スケジュール　5 / 3 祝日休会　

〔結婚祝) 小林直樹さん 牧 文春さん 三田光雄さん 山下隆広さん
         冨久幸芳さん 折式田一豊さん 齋藤 寛さん 中野 敏さん
　　　　 山田吉盛さん

〔誕生祝) 山田恭裕さん 牧 文春さん 吉田良尚さん 島田靖彦さん
         荒木正雄さん 榎本延光さん
( 入会祝) 松石六雄さん 平山寿則さん 榎本延光さん

　◆劉　済昌会長◆

会　長　挨　拶

  皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークもまずまず

の天気に恵まれ、皆様におかれましてはどちらかに

お出かけになりましたでしょうか。

　私ごとですが、世の中の人が動けば店が忙しくなる

ので、しっかり仕事でした。東日本大震災で全国自粛

ムードの中、少し心配していましたがそんなこともな

く多くの観光客に来て頂きました。こんな時こそ九州

が元気で頑張って東北に支援したいものです。

　先日の9・10グループチャリティーゴルフコンペに

参加の皆様お疲れ様でした。我が西クラブは5位と

健闘致しました。ショットガン方式のスタートで表彰

式も大勢の参加で和気あいあいで大変良かったのでは

ないでしょうか。

　また今週の土・日は2740地区の事業で、福江で初

めてライラが行われます。今からでも間に合いますので

どなたか参加者はいませんか。夜は西クラブ恒例の楽

しい宴会があります。

今月のロータリーレート* *

◆北口功幸幹事◆

幹　事　報　告

New
!

①クールビズの件　例年6月からクールビズですが、

　今年は政府の要望もあり5月よりスタートします。

②ガバナー会より義援金の集計報告と今後の支援

　方針についてのお知らせ

　東日本大震災義援金5/2現在約7億 8千万円

　ガバナー会で立ち上げた「東日本大震災支援検討

　委員会」を開催し、皆様からの義援金のロータリー

　らしい使途について議論を重ねました。

　ロータリーらしい支援活動とは

　①公正にして②建設的であり、なお且つ③温かいプ

　ログラムであることという視点から2本の柱を設定

　し鋭意検討を進めております。

　(1)災害遺児の教育環境支援プログラム

　中学・高校・大学・専門学校生への奨学金支援

　(2)ファイブ・フォー・ワン・クラブプログラム

　非被災5クラブが1つのグループを作り、被災1ク

　ラブを物心両面で支えるプログラムの展開

③いわき平中央RCよりお願い(2頁目に掲載)

　　
委 員 会 報 告

◆水本由幸新世代理事◆

長崎RC　 　石丸忠重さん

　ご来訪ロータリアンの紹介

新会員の紹介

㈱ヤマックス

代表取締役社長

山田吉盛さん

①5/14-15に福江に於いてRYLAが開催されます。

　青年は丸金佐藤造船鉄工所より7名とロータリアン

　7名が参加致します。

②6/5に青少年委員会による施設児童を招待した

　ネイチャーゲームを開催致します。お昼はバーベ

　キューです。多数のご参加をよろしくお願い致します。
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◆榎本延光さん　宮原先生にはご多用の所、本日の卓話
　ご快諾頂きありがとうございます。本日を楽しみに
　しておりました。
◆江上徹也さん 山田吉盛さんの入会を祝して。
　御父上を越えるロータリアンを目指して頑張って下さい。
◆安永勝信さん 山田吉盛さんの入会を歓迎して。
　一緒に楽しくロータリー活動を致しましょう。
◆北口功幸さん ①山田吉盛さん、入会をお祝いして。
　②ニコニコ目標150 万円、4/26 で 1,160,050 円差額
　339,950 円。本日含め例会 8 回。1 回平均 42,494 円。
　③苦節 9 年、第 9 . 1 0 グループ親睦ゴルフコンペ、初
　めて 7 人目の戦力となりましたのでニコニコします。
　戦力外だった下田さん､来年は修業して頑張って下さい。
◆馬場政徳さん 対抗ゴルフに参加された皆様、お疲れ
　様でした。
◆日高豊久さん 9 クラブゴルフ大会参加の皆さん、
　ご苦労様でした! 来年こそはクラブ優勝を目指したい
　ものです。
◆斉藤秀和さん　先日の9 クラブロータリーゴルフ大会、
  大変お疲れ様でした。ダブルペリアのお陰で、西RCトップの
  21 位でした。来年も頑張ります!よろしくお願い致します。
◆三宅敏彦さん 4/25～4/28、今回被災を受けた東北4県
　(福島、宮城、岩手、山形)の仲間を慰問に行きました。
　津波を受けた海岸沿いの町は、壊滅的で異臭が漂い、
　改めて自然のパワーを見せつけられた思いでした。
◆森　信興さん 月のはじめに。
◆水本由幸さん　先日墓掃除の時転んで死にそうになり
　ました。中野さん曰く「死ねば手間のはぶけとっとに」
◆柳　信良さん4/2 5 で 75 歳になりました。先日新聞に
　7 5 歳を過ぎたら「生きてる事が仕事」と書いてあり
　ました。無用の長物の様で大変肩身の狭い生活ですが、
　今後ともよろしく。
◆島田靖彦さん　5 月 14 日 69 回目の誕生日を迎へます。
◆牧　文春さん　誕生日・結婚記念日自祝。
◆山下隆広さん　結婚記念日自祝。
◆小林直樹さん　お花を頂きありがとうございました。
　女房も大変喜んでおりました。

 
ニ コ ニ コ 袋

  ゴルフ同好会よりお知らせ

遠征コンペ日程・プレー費変更

(日程・新)　6/3(金)～4(土)

3日・チサンCC　4日・島原GC

(プレー料金・新)チサンCC

11,400円⇒7,500円(昼食なし)

  *** いわき平中央RC よりお便り***
急啓　初めてお便り申し上げます。
　私どもいわき平中央RCは、この度の東日本大震
災で被災した福島県いわき市にございます。今尚
余震が続く中、ロータリアンとして地域復興に全
力を注いでいる最中です。しかし、その活動も福
島県いわき市と言うだけで全てが原子力発電所か
らの放射性物質に汚染されているという風評にさ
らされ、復興への大きな妨げになっております。
事実、商用などで他県を訪れると、入室を断られ
ると言う事象も報告されております。これら風評
被害を挙げれば枚挙に暇がありません。願わくば
貴クラブにおかれましても、原子力被害状況への
冷静なご判断の基、各会員、ご家族、お知り合い
に適切なる行動を促して頂きたいと、心よりお願
い申し上げる次第です。貴クラブの益々のご活躍
をお祈りいたすと共に、今後の御協力、御指導を賜

りますよう、重ねてお願い申し上げます。

　　　　　いわき平中央ロータリークラブ

9 ・ 10グループ親睦ゴルフ大会開催

5/8(日)長崎国際GC に於
いて、親睦ゴルフ大会が
(東日本大震災チャリティー
ゴルフ大会)開催されました。
団体戦の成績は
　優勝　長崎南ＲＣ
因みに日頃の実力が発揮
できなかった？当クラブは
5位の成績でした。

　5/10例会出席率　4/26修正出席率69.81％
　●会員数57 名(出席免除7 名)　●出席28 名　

　●免除者出席4 名 ●欠席25 名 ●出席率59.26％

★ニコニコ目標 　1,500,000 円
★本日のニコニコ 　50,900 円
★会報年賀　       　 120,000 円
★ニコニコ累計　　　 1,210,950 円

卓話 NPO法人

環境カウンセリング協会長崎

理事長　宮原和明さん

長崎県｢環境マイスター」

　 　　　　　制度について

　【結婚祝】　
小林直樹さん
山田吉盛さん
牧　文春さん
三田光雄さん
山下隆広さん

　　　【誕生祝】　
　　山田恭裕さん
　　牧　文春さん
　　吉田良尚さん
　　島田靖彦さん

今週のお祝い

　　　【入会祝】　
　　松石六雄さん
　　平山寿則さん
　　榎本延光さん


