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期首会員58名  入会3名  退会6名 現在会員55名
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★6/7 第1　卓話　　　　★5/14 第 2　卓話

★5/21 第 3　ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ　　★5/28 第 4　最終例会

◇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 ◇退会挨拶　◇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
◇会長総括　◇点　鐘　

　　　　◆6月21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1269 回例会 平成23年6月14 日No44

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

　6月の結婚・誕生・入会祝い

5/1 より 1 ドル 82 円

6 月の例会スケジュール　　

〔結婚祝)　松尾　保さん
〔誕生祝)　安永勝信さん 日高豊久さん 冨久幸芳さん 三宅敏彦さん
(入会祝)　高木宏隆さん　劉　済昌さん　木庭吉昭さん

　◆劉　済昌会長◆

会　長　挨　拶

  皆さん、こんにちは。今日を含め後3 回で終わろう

としています。会長を務めるにあたり何が気がかりか
と言うと、例会ごとの挨拶が1 番重荷でした。それを

あるメンバーの方に話すと、「貴方は料理の事ば話せ

ばよかさ」と言われましたが、そう言えば今まで話し

ていなかったので、今日は最もポピュラーなちゃんぽ

んと皿うどんの事について少し話します。

　皆様もご存じかとは思いますが、ちゃんぽんは明治

の終わりごろ、その頃長崎にいた中国の留学生に安く

て栄養のあるものを提供しようということで、中国料

理にあった麺を長崎の食材を使って、四海楼の初代が

考案したと言われています。諸説あるのですが、私の

父も四海楼出身でそれらしい事を話していたので、この

説がほぼ正しいと思います。そこから発展してできた
皿うどんが、今現在一般に皿うどんと言うとパリパリ

の揚げ麺にトロッとした甘いあんがかかっている、いわ

いる細麺がでますが、あの麺はチャ―麺といいまし

て、最初に出来た皿うどんとは違います。あくまでも

皿うどんはちゃんぽんのスープがないのが皿うどんで、

麺を少し油で炒めてその上に具をかけたものです。

京華園に来て注文する時は、皿うどん太麺と言って下

さい。そうしないと最近はパリパリ麺が皿うどんの主流

ですので、間違ってパリパリ麺の方が出るかもしれま

せんので。それぞれのお店でオリジナルの麺を出して

いますが、私の店は私が考案したニラパン麺です。

皆様も食べられたと思いますが、大変
好評を頂いています。なんて少し宣

伝をさせて頂きました。中華料理に

関しましてはレシピ等個人的に質問

を承りますので、いつでもどうぞ！

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≫次年度組織の件(平山幹事ｴﾚｸﾄ報告)

≪審議事項≫会員退会の件

　河野圭一郎さん　徳安恂さん5月末日付け

長崎中央RC 　中野　廣さん　* * * * * ご来訪ロータリアンの紹介* * * * *

　　　【結婚祝】　

　　松尾　保さん

今週のお祝い

　　　【入会祝】　

　　髙木宏隆さん

 

6月3～4日、ゴルフ同好会遠征コ

ンペが開催されました。両日とも

好天に恵まれ、第1日目のチサンＣＣ

での優勝は荒木正雄さん、第2日目

の島原ＣＣでの優勝は劉会長という結果でした。

また第1日目の夜は、雲仙みかど本店で優勝者を

称える宴会が夜遅くまで行われました。ご参加の

皆様お疲れ様でした。

2011-12年度活動計画書〆切　6/20

2010-11年度活動報告書〆切　6/10

各理事・委員長の皆様には期限までの

ご提出をよろしくお願い致します。
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◆島田靖彦さん　6 月8 日(水)、母が満92 歳の天寿を
　全うし、父のもとに旅立ちました。故人の生前から
　の希望で、家族葬で送り、本日初七日を迎えました。
　家族葬を行うにあたって、日髙会長ﾉﾐﾆｰには大変
　お世話に、またご迷惑をお掛けしました。
　感謝とお礼をロータリーのニコニコに代えさせて頂
　きます。ありがとうございました。
◆島崎義忠さん　去る6月4日、弊社の第45 期定時株
　主総会を熊本の山鹿温泉にて開催致しました。
　翌日は太宰府天満宮を参詣し、味の素工場を見学し
　て来ました。創立以来定時株主総会は温泉地にて
　一泊二日で行って居ります。来期は霧島方面を予定
　しています。
◆北口功幸さん　ついに今年度例会も残り3 回となり
　ました!!　毎度のニコニコレポートです!!目標150
　万円、残り143,150 円。　本日の例会を含め3 回で、
　1 回平均目標47,720 円です。
◆榎本延光さん　池田加奈さん、留学が確定して良かっ
　たですね。これからも、気を抜かず、頑張りましょう。
◆馬場政徳さん　海星会本校・分校の皆様、多数の
　ご出席ありがとうございました。お陰さまで楽しく
　慰労会と激励会を催す事が出来ました。
◆海星会(渡邊ガバナー補佐・ホテルニュー長崎)　
　6/7 海星会本校・分校の集いより
◆髙木宏隆さん　クラブ入会記念自祝。
◆日髙豊久さん　誕生日自祝。

 
ニ コ ニ コ 袋

　6/14例会出席率　5/31例会修正出席率67.92%　
　●会員数55 名(出席免除7 名)　●出席27 名　
　●免除者出席4 名 ●欠席24 名 ●出席率59.62％

★ニコニコ目標　1,500,000円　★本日のニコニコ　52,000円
★会報年賀　120,000円　★ニコニコ累計　1,408,850円
★目標まで2例会　91,150円(平均45,575円)

皆様こんにちは。只今榎本カウンセラーより紹介して

頂いた池田加奈です。私はロータリー財団の国際親善

奨学生として、今年の8 月頃から約1 年間オランダの

ライデン大学に派遣して頂く事が決まりました。これ

も皆様方のお陰だと思っております。本当にありがと

うございました。ライデン大学に入学を希望してから

正式な合格が決まったのは、つい先日の事でした。

大学入学のための書類審査などは数か月前にすべてク

リア出来ていたのですが、条件付きの入学許可で、その

条件は英語の試験で大学が要求するスコアをずっと取

ることが出来ず、ずっと不安な毎日を過ごしていました。

しかし、5 月に神戸で受けた試験が先週末に発表され、

やっとそのスコアを取ることが出来ました。予想以上

にいい点数を取ることが出来て、自分でも驚いて信じ

られませんでした。これでやっと胸を張ってライデン

大学に入学しますと皆様の前でご報告が出来る事にな

りました。正直、自分の力だけで合格を掴んだのでは

なく、本当に榎本カウンセラーのお陰だと思っています。

いつもお忙しいのに気にかけてくれて、メールや電話

で励ましてくれたり、研修会に一緒に参加してくれた

りと、榎本さんの支えがなかったら途中であきらめて

いたのではないかなと思います。自分の英語力に自信

がなくて勉強が手に着かない時は、いつも榎本さんの

事を思い出して勉強に励んでいました。また地区からは、

私以外にあと2 人多良見と佐賀のクラブからイギリス

に留学する女性が2 人いて、一緒に励ましあって準備

を進めて来ました。まだ出発前ではありますが、ロー

タリークラブの奨学生として留学する事は素敵な人との

出会いや感謝する事の大切さを教えてくれて、これは

個人的な留学では決して感じる事が出来なかったので

はないかと実感しました。このような機会を与えてく

れた西クラブの皆様には、本当に感謝しています。

もちろん本番は夏からの留学なので、

この経験があったお陰でオランダに

行ってもくじけずに頑張れる自信が

つきました。まだこれからも皆様に

ご心配やご迷惑をおかけすることも

ありますが、どうぞよろしくお願い致します。

2011-12 年度

Ｒ財団国際親善奨学生

　池田　加奈さん

「オランダ留学に向けて」

　　【韓国の学友から 1 0 0 万円の義援金】
韓国の日系企業に勤務する米山学友の姜永鉄(カン・
ヨンチョル)さん（1995-96 ／鎌倉中央ＲＣ）が、東
日本大震災の被災者のためにと、12,690,000 ウォン
（日本円換算後、約100 万円）を世話クラブへ送金し
てくださっていたことがわかりました。姜さんは
奨学期間を終えて 1 5 年以上経っており、カウンセ
ラーや世話クラブとも長らく疎遠になっていましたが、
「世話クラブのことを忘れたことはありません。いつ
か恩返しを…と考えていました」と言います。
3月11日以降、韓国国内で連日流れる震災のニュース
に涙を流しながら、何か自分たちにできることはな
いかと奥様と相談し、世話クラブへ寄付を申し出て
くれました。なお、このお金は世話クラブ経由で
第2780 地区内の義援金受付口座へ送金されました。

ハイライトよねやま


