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期首会員58名  入会3名  退会4名 現在会員57名
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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「それでこそロータリー」
◇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　
◇クラブアッセンブリー　次年度委員長挨拶　 ◇点　鐘　

　　　　◆5月24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1265 回例会 平成23年5月17 日No40

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。先週の土曜・日曜、五島で行

われましたライラに参加してきました。参加された皆

さん、お疲れ様でした。朝8時のフェリーで出発し、

福江港に11時すぎに到着し、福江文化会館にて弁当

をいただき、その後１時より開講式が行われました。

　開講式の後、バス3台に分乗して3時間かけて五島

市内を視察し、5時過ぎにさんさん富江キャンプ村に

到着しました。その後夕食にバーベキューやサザエや

お刺身など、大変おいしく頂きましたが、残念ながら

アルコールはなしでした。今回のライラのメインテーマ

が『自然とのかかわりの中で語り合いましょう』

サブテーマの「五島の魅力について」「自然との共生

について」「生物多様性について」のもと、6グループ

に分かれ7時よりディスカッションしましたが、西ク

ラブはグループから離れ、独自のテーマにてディス

カッション致しました。2日目は、おいしい焼き魚で

朝食をいただき、閉講式おいては昨日のテーマでディ

スカッションした結果を各グループがそれぞれ発表し、

最後に渡邊ガバナー補佐の講評で終了致しました。

大変楽しい2日間でした。

今月のロータリーレート* *

◆北口功幸幹事◆

幹　事　報　告

New
!

【理事会報告】
《報告事項》①次年度組織の件

　②青少年委員会活動の件

　6/5(日)市民の森に於いてネイチャーゲーム

　③遠征ゴルフ日程変更の件　6/4～5⇒6/3～4

《協議事項》新会員の委員会配属の件

　小林直樹会員、山田吉盛会員⇒親睦活動委員会

《その他》5/24のクラブアッセンブリーの件

　次年度の委員長の皆様に挨拶を頂く

委 員 会 報 告

◆水本由幸新世代理事◆

長崎RC　 　鳥巣維文さん

　ご来訪ロータリアンの紹介

①RYLA開催報告の件

②6/5(日)ネイチャーゲームを開催の件

　施設の児童が50名程参加します。お昼はバーベ　

　キューをしますので、皆様の多数のお手伝いを頂け

　れば助かります。

◆宮脇茂親睦活動委員長◆

5/10(火)第5回西会を京華園に於いて開催

　20名の参加で、島田靖彦特別講師による

　『ロータリーの主な行事と会合』というテーマで

　お話を頂きました。内容につきましては、新会員

　もベテラン会員も非常に参考になる内容でした。

※参考までにメーキャップになる会合

　理事会、西会、地区協議会、各委員会、IM

　委員会活動、IAC例会、RYLA、地区大会、

　クラブ協議会(例会と別に開催の場合)

今週のお祝い

　　　【誕生祝】　

　　荒木正雄さん
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◆島田靖彦さん　本年4 月より当クラブがお世話します
米山奨学生徐富錦さんです。よろしくお願い致します。

◆渡邊修志さん 5 月 14、15 日は晴天に恵まれて、無事
ライラを終える事が出来ました。ご参加の皆さま、
大変お疲れ様でした。

◆劉　済昌さん ライラに参加の皆さん、お疲れ様でした。
◆安永勝信さん ライラに参加の皆さん、ご苦労様でした。
青少年との有意義な交流を図ることが出来ました。
当クラブ若手会員の出席が増える事を望みます。

◆馬場政徳さん ライラ参加の皆様、お疲れ様でした。
楽しい夜でした。

◆日高豊久さん ライラ参加の皆さん、お疲れ様でした。
五島の美しい朝日と美味しい朝食に感動しました。

◆水本由幸さん ライラ出席の皆様、お疲れ様でした。
◆北口功幸さん ①5/14.15 ライラ出席の渡邊ガバナー
補佐、劉会長、安永さん、馬場さん、日高会長ﾉﾐﾆｰ、
水本幹事ﾉﾐﾆｰ、山口ライラ地区委員、お疲れ様でした。
隠れて飲む酒も長崎西の伝統なのでしょうか?

　②いつものニコニコレポートです。目標150 万円、
5/10 で 1,210,950円差額289,050 円。残り例会本日含め
7回。1回平均41,293 円。

◆山口圭一さん　ライラお疲れ様でした。
◆田中克憲さん ラ・メールNo62に、永井荷風・大佛次郎
の日記(その二)が発刊されました。昭和20 年 3 月の
東京空襲の様子が伺えると思います。

◆髙木宏隆さん 池田定倫先生から、ゴルフの練習許可が
下りました。但し50 球限定で、ドライバーの練習は
このうち10球です。1球100 円のニコニコで5,000 円。

◆吉原殖男さん　ニコニコＢＯＸへ。
◆荒木正雄さん　誕生日自祝。5/21 で 77 歳になります。
◆平山寿則さん　先週入会記念をお祝いいただいて、
ありがとうございます。

◆三田光雄さん　きれいなお花、有難う頂きございました。
私より家内が大喜びでした。

 
私はジョ・フキンと申します。

1982 年中国の遼寧省大連市に生

まれました。2005年10月中国の

瀋陽工業大学を卒業し、福岡で

1年間日本語を学びました。

それから半年は長崎大学の工学部

に入り、2007年 4月から生産科学研究科修士課

程に進学し、2009年修士課程終了後、同じ学科の

ドクターコースに入り、今は誘導電動機の速度

センサレスベクトル制御についての研究をやって

おります。結婚していて妻は東京医科歯科大学

でドクターコースを勉強しています。

趣味は書道です。これからよろしく

お願い致します。

5/14、15(土日)五島市に於いて
第32回 RYLAが開催されました。
青年7名とロータリアン8名が参加。
両日とも好天に恵まれ、到着当日の観光
では、五島の雄大な自然を満喫し、食事も海の幸を豊富
に使ったバーベキュー、また、若者達の活発なディス
カッション等、ホストクラブ(福江RC)の意気込みを感
じました。ご参加の皆さま、大変お疲れ様でした。

米山奨学生　徐富錦さん(ｼﾞｮ･ﾌｷﾝ)

はじめまして、 お世話になります

 

IN　GOTO

MEMO
★ニコニコ目標　1,500,000円　★本日のニコニコ　55,700円
★会報年賀　120,000円　★ニコニコ累計　1,266,650円
★目標まで6例会　233,350円

　5/17例会出席率　
　●会員数57 名(出席免除7 名)　●出席27 名　
　●免除者出席5 名 ●欠席25 名 ●出席率58.19％

 

ニ コ ニ コ 袋

会員卓話
富士ゼロックス長崎㈱

小林直樹さん

㈱ヤマックス

山田吉盛さん

「私の履歴書」


