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期首会員58名  入会3名  退会4名 現在会員57名

NWRC SINCE Oct.1984

★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「手に手つないで」
◇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　
◇会員卓話　　山下隆広会員　 ◇点　鐘　

　　　　◆5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1266 回例会 平成23年5月24 日No41

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

　◆牧文春会長エレクト◆

会　長　挨　拶

  皆さん、こんにちは。早速予行練習という事で、劉

会長から今日の代行を言われました。会長挨拶は何を

話そうかと考えておりましたが、昨日から税務調査が

入りまして、頭の中は真っ白でございます。来るのは

分かっておりましたが、予期せぬ質問等がございまし

て、昨日は終日そばにおりました。先だって、他のロー

タリークラブの口の悪い人から、劉会長、牧会長ｴﾚｸﾄ、

日髙会長ﾉﾐﾆｰと、西クラブは、何か軽いなぁと言われ

ましたので、この辺で次に会長候補を選択するに当

たっては、ちょっと重い人を考えております。重いと

言っても体重ではございません。そういうことで、

もしお声ががかりましたら、自分は重い立場にある事

をご理解して頂きたいと思っております。

今月のロータリーレート* *

◆北口功幸幹事◆

幹　事　報　告

New
!

①今年度活動報告書の提出のお願い

(各委員会理事・委員長)6/1 0 〆切

②例会変更と休会のお知らせ

　長崎東RC　　6/3(金)賀寿会の為18時30分～料亭一力

　長崎北RC　　6/6(月)　　〃　　18時～会楽園

　長崎出島RC　6/24(金)最終例会並びに賀寿会の為

　　　　　　　　　　　　　　　18時30分～料亭花月

　長崎北東RC　6/29(水)最終例会並びに懇親会の為

　　　　　　　　　　18時45分～長崎新聞文化ホール

　長崎北東RC　6/1(水)休会

長崎琴海 R C 　友岡純一さん

　ご来訪ロータリアンの紹介

皆さん、こんにちは。急な話で私自身も驚いている
んですが、先日内示がございまして、6/1付けで当
社の京都支店の方へ支店長として就任する事になり
ました。長崎西RCに於いては、5年4カ月程在席さ
せて頂きましたが、たいしてお役にたてる事もなく、
自分だけが楽しく過ごさせて頂いた思い出でいっぱい
です。お陰さまでゴルフもなんとか恥ずかしくない
くらい出来るようになりました。お酒は好きでしたが、
諸先輩方と楽しく飲ませて親交を深める機会も沢山
作らせて頂きました。京都には単身で参る事になり
ますが、向こうでもロータリアンシップというので
しょうか、ここで学んだ事を大切にしながら残りの
サラリーマン生活を送らせて頂きたいと思います。
甚だ簡単ではございますが、お礼の言葉とさせて頂
きます。5年4カ月御世話になりました。

【河野圭一郎さん】

委 員 会 報 告

　　　【誕生祝】　

　　榎本延光さん

 

今週のお祝い 　　　【結婚祝】　

　　冨久幸芳さん

　　折式田一豊さん

　　齋藤　寛さん

①2012-13年度国際青少年交換学生(派遣)の募集

　募集締め切りが9/7で、選考会が9/11です。

②グラバー奨学生(派遣)内定のお知らせ

　長崎大学経済学部2年　古川拓也さん

　アバディーンへの派遣は今年9月頃になる予定

◆山口圭一世界社会奉仕委員長◆

報

告

書



NWRC SINCE Oct.1984

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

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　委員長増崎進一　
副委員長　松石六雄　委　員　吉原殖男　編　集 事務局

NWRC SINCE Oct.1984

◆友岡純一さん(琴海RC)　五島市でのライラお世話にな
　りました。お陰で楽しく過ごせました。
◆北口功幸さん 毎度のニコニコレポートです!!ニコニコ
　目標150万円、残り233,350円。本日の例会を含め6回で、
　1回平均目標38,892円です。ネイチャーゲーム、ゴルフ
　コンペのあとのニコニコと賀寿会に期待しております。

★ニコニコ目標　1,500,000円　★本日のニコニコ　7,000円
★会報年賀　120,000円　★ニコニコ累計　1,273,650円
★目標まで5例会　226,350円(平均45,270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

  

次年度委員長のご挨拶

【会員増強委員会　三宅敏彦委員長】
会員増強は、私が会長の時からのテーマで、リ
ストアップした人達をなかなか勧誘出来ず、
今年度にも持ち込みましたがままなりません。

しかし、諦めず延長戦で来期も引き続き平身低頭お願
いし、勧誘に努力します。

【ロータリー情報委員会　寺坂基幸委員長】
今年度は栗原委員長の下、副委員長を務めてお
りました。ロータリーの中身も十分に把握して
いない所も沢山ありますので、何かお役にたて

るようなR 情報委員会として1 年を務めて行きたいと思
います。要望等ございましたら、先輩、後輩の皆様の意
見を聞きながらやって行きたいと思います。

【出席・記録保存・雑誌委員会吉原殖男委員長】
出席率が80％を切っている月が続いております
ので、出席率の向上を努力したいと思います。
記録保存は事務局との連携で行きたいと思います。

雑誌は、ロータリーの義務の中に「ロータリーの友を読む」
事が言われております。ロータリーの友は良く読むと
良いことが書いてあります。表紙の写真、編集も非常に
いいです。皆様と一緒に勉強していきたいと思います。

【親睦活動委員会　川口輝彦委員長】
今年度は宮脇委員長が西会の方も回数を増やされ、
内容も楽しい親睦を考えている事を感じました。
次年度も皆さんからの意見をお聞きしながら楽

しい親睦が出来るような時間を作りたいと思います。
【プログラム委員会　栗原博志委員長】
例会は50 回前後あると思いますが、半分以上
は卓話という事になります。卓話も外部卓話、
会員卓話とバラエティに富んだ構成を例年さ

れておりました。次年度は皆様方のいろんなジャンル
の方を御紹介頂き、楽しくためになるようなお話を頂
けるような方をご紹介頂きたいと思います。

【ボランティア委員会　斉藤秀和委員長】
入会して一年も経たないヒヨッコでございま
す。資料をみましたら「地域の社会奉仕活動の
情報を収集し、独自のボランティアプログラ

ムを展開する」となっており、先輩方の御指導を頂き
ながら頑張りたいと思います。

【社会奉仕委員会　松尾悦次担当理事】
本日はお二人ともお休みですが、人間尊重委
員長を池田賢一さんに、地域発展・環境保全
委員長を下田隆雅さんにやって頂きます。今

期活動のマリア園の毛布クリーニング、植樹、マイ箸
の促進を継続しながら、二人の委員長と検討し、新し
い何かを始めて行きたいと思います。

【世界社会奉仕委員会　増崎進一委員長】
次年度の事業と致しましては、グラバー奨
学生の派遣と私の娘がパリへ留学し、代わ
りに18 歳の女の子ソリーヌ・モトローラさ
んの受け入れを致します。学校は海星高校にお願い
してます。1 カ月ほど前から娘とソリーヌさんはメー
ルのやり取りをしており、英語と日本語で返ってき
ております。受入時のホストファミリーの御協力を
よろしくお願い致します。
【ロータリー財団委員会　江上徹也委員長】
先日の地区協議会で米山奨学委員会の奨学資
金を集める為のノウハウを勉強させて頂きま
した。今回ロータリー財団委員会へ変更にな
りましたが、資金を集めるノウハウは変わらないと
思っております。米山は主に東南アジアの途上国の
学生を対称にしたプログラムで、ロータリー財団は
資金はシカゴの本部に徴集されますが、3 年後には寄
付額の50％が地区に戻り、国際親善奨学生や地区補
助金として色々なプロジェクトに使われます。
いろんな機会に皆様寄付のお願いをしたいと思います。
【インターアクト委員会　野崎地平委員長】
高校生と交流を深め活動をする有意義な委
員会だと思っております。計画としてはIAC
例会への参加、青少年委員会との連携協力、
IAC 年次大会への参加、子供たちを招待してのボラン
ティア活動などとなります。よろしくお願い致します。
【新世代委員会　北口功幸担当理事】
青少年の松尾保委員長の代理ですが、今年度は
高島釣り大会が天候の都合で、ネイチャー
ゲーム大会に変更になりました。次年度計画は
①高島釣り大会を②武雄で開催予定のRYLA
参加、③児童養護施設へのクリスマス会参加等と
なっております。
【平山寿則幹事ｴﾚｸﾄ】
当初会長ｴﾚｸﾄであった木庭さんが体調不良
により入院され、次年度の会長職を辞退さ
れました。そこで牧会長ﾉﾐﾆｰがｴﾚｸﾄとなり、
ﾉﾐﾆｰが日髙さんに決まりました。そういう事もあり
次年度の準備がストップし現在バタバタと進めてお
ります。皆様には次年度のロータリー活動が成功裡
に行きますよう、御協力をお願い致します。


