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期首会員58名  入会3名  退会6名 現在会員55名

NWRC SINCE Oct.1984

★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「我らの生業」
◇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　
◇卓　話　R財団国際親善奨学候補生　池田加奈さん　◇点　鐘　

　　　　◆6月14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1268 回例会 平成23年6月7日No43

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。先週の金・土で、雲仙の遠征
ゴルフに参加の皆様、お疲れ様でした。後期高齢者の
お二人の先輩方の元気には驚かされました。
　あるホールで1 人の先輩が一打をラフに入れウッド
で出そうとしましたが、残念ながらチョロで上手くで
ませんでした。その時の言った言葉が「ラフと女はカ
ネ使え」でした。「酒と女は2ごうまで」は聞いたこと
がありましたがさすがでした。又、先日の日曜日には
明星園の子供達と市民の森でネイチャーゲームを致し
ました。参加の皆様、早朝からお疲れ様でした。準備を
して頂いた水本さん、中野さん、深堀さん、増崎さん、
有難うございました。9 月の高島釣り大会が悪天候の
ため流れたので、何とかかわりをと思っていたので良
かったです。詳しくは後ほど委員会報告があると思い
ます。今日は私もクールビズで来ましたが、今年は
スーパークールビズができ、アロハまで
はハワイでは正装なのでいいですが、
ジーンズや短パンもOK だそうですが、
私としてはいかがなものかと思います。
皆様はどう思いますか。

今月のロータリーレート* *

◆北口功幸幹事◆

幹　事　報　告

New
!

①東日本大震災・被災地支援チャリティーゴルフ
　御礼並びに決算報告(長崎中央RC)
　792,856 円をガバナー事務所を通じ義援金として送金
②2010-2011 年度RI 会長賞受賞

福江RC  北島博志さん  　雲仙RC 　 豊田康裕さん　ご来訪ロータリアンの紹介

　　　【誕生祝】　
　　安永勝信さん
　　日髙豊久さん　
　　冨久幸芳さん

今週のお祝い

◆前田良治青少年委員長◆

委 員 会 報 告

昨年秋の釣り大会雨天中止に伴い、6/5(日)長崎市民
の森で「自然の中で楽しく遊ぼう」をテーマに、明
星園の児童26名、引率3名、ロータリアン13名、ネ
イチャーゲーム協会員 7 名の合計 4 9 名で、ネイ
チャーゲームを開催しました。午前中は、曇りとい
う天気予報を大きく裏切りあいにくの雨でしたが、
森林体験館の内外で生物当てゲームや、生物探し
ゲーム等々子供達のあふれる笑顔の中、時を過ごす
ことが出来ました。昼食のバーベキューでは、プロ
の料理人劉会長、中野さん、深堀さん、増崎さんの
匠の技を始め、宮脇さん、山口さん等々実動部隊の
活躍により、焼肉、焼きそば、焼きパン、おにぎり
等々全員大満足のバーベキュー会となりました。
午後は満腹で動きの鈍ったロータリアンを尻目に、
子供達は森林探検に出掛けカタツムリや野いちご、
どんぐりなど自分自分の宝探しをして来ました。そ
して最後に工作室でそれぞれの宝を使って、各自首
からかけるメダルを作り、自分へのお土産を完成さ
せました。ネイチャーゲーム協会員の指
導のもと、子供たちは遊びながら自然に
ふれ勉強する事が出来たと思いました。
指導員の子供との接し方、ゲームの進行
の仕方等々、ロータリー活動の参考になりました。

≪青少年委員会・ネイチャーゲーム開催≫

〒852-8151　長崎市泉1丁目21番13号
　　     　　　（勤務先、住所ともに上記です）
勤務先電話894－9201　FAX 894-9202

野崎地平会員事業所 ・ 電話 ・ FAX 変更  
お
知
ら
せ
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◆北島博志さん(福江RC・次期ガバナー補佐)　
　よろしくお願い致します。
◆渡邊修志さん　次期北島ガバナー補佐を同道してガバナー補佐
　としての自クラブの最終訪問となりました。この一年間、会員
　の皆様方には、大変お世話になりました。深く感謝申し上げます。
◆劉　済昌さん　先日のゴルフの遠征と、ネイチャーゲームに
　参加の皆様、お疲れ様でした。
◆水本由幸さん　日曜日の青少年委員会ネイチャーゲーム参加
　の皆様、お疲れ様でした。
◆中野　敏さん　6/5の青少年委員会によるネイチャーゲーム
　ご参加の皆様、お疲れ様でした。これで私も一安心です。
　宮脇さんの隠れアウトドアにはビックリしました。
◆宮脇　茂さん　明星園の皆さんとのネイチャーゲーム参加の
　皆さん、大変お疲れ様でした。あいにくの雨でしたが、楽しい
　一日でした。
◆山口圭一さん　6/5ネイチャーゲームお疲れ様でした。
　次は営業です。ダイヤとまとの次はダイヤめろん。ブランド化に
　向けて頑張っております。なんでもやります。売ります。宜しく!!
◆前田良治さん　6/5(日)明星園の子供たちとのネイチャー　
　ゲーム・バーベキュー会を実施。水本理事を含め、事前準備
　からお手伝い頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
◆荒木正雄さん　ゴルフ同好会遠征参加の皆さん、お疲れ様で
　した。思いもよらない二日間のコンペ上位入賞する事が出来
　ました。1日目が優勝、2日目は準優勝と、ダブルペリアの
　スコアで隠しホールにうまく当てはまった運のいい結果です。
　半分ニコニコします。
◆島田靖彦さん　6月3.4日の西クラブゴルフ同好会は、2日間で
　45ホールを回ってきました。もちろん優勝は出来ませんでした。
◆日髙豊久さん　ゴルフ島原遠征コンペ、昼に夜に、荒木、髙橋
　両先輩の元気さに圧倒された2日間でした。
◆三田光雄さん　ゴルフコンペでは、高橋さん、荒木さん、楽しい
　1日有難うございました。ゴルフは年(トシ)に関係ないですね。
◆北口功幸さん　ついに今年度例会も残り4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195,150円。
　本日の例会を含め4回で、1回平均目標48,790円です。
　6/5ネイチャーゲーム参加の皆様、お疲れ様でした。
◆三宅敏彦さん　4/30.31と宮崎フェニックスで、久し振りに
　衣笠とゴルフ。前半43、今日は100を切るぞと思っていたら、
　インはなんと65(108)やっぱりこれが私の実力。
◆江上徹也さん　先週は早退して虹ヶ丘小の検診に行きました。
　葉山ニュータウン創立時は500名を越えていた生徒数は年々
　減少し200名を切ってます。日本の少子化の縮図です。私の
　年ではもう無理ですが、中年の会員の皆様は、平山会員に見
　習ってもうひと頑張り子造りに励みましょう。
◆安永勝信さん　誕生日自祝。6月3日で65歳になりました。
　ひと廻り上の荒木さんが78歳と言っておられましたが、
　66歳ではありません。
◆冨久幸芳さん　6月12日、今度の日曜日で46歳になります。
　誕生日自祝です。
◆榎本延光さん　遅れましたが、5月誕生祝のニコニコをします。
◆吉原殖男さん　ニコニコの為に。
◆森　信興さん　月のはじめに。

 
ニ コ ニ コ 袋

新旧ガバナー補佐ご挨拶
【渡邊修志ガバナー補佐】

卓話 長崎ブリックホール

館長　河野英雄さん

「長崎ブリックホール

　　　よもやま話」

皆さんこんにちは。本日は次年度ガバナー
補佐の北島博志様に来て頂きました。
まず、ご略歴を紹介させて頂きます。
昭和23年8月29日生まれ、平成10年1月
9 日に福江RC に入会され、2009-10 年の
会長を務められました。職業分類はサッシ
販売、北島産業㈱の代表取締役です。どうか次年度第9
グループのガバナー補佐に、皆様方の御支援御協力をよ
ろしく賜りたいと思います。私も今日はガバナー補佐と
しての西クラブへの訪問が最後となりました。皆様のお陰
でガバナー補佐としての役目を全うしたかどうか分かりま
せんが、どうにかやり遂げたかなと思います。これもす
べていろんな面で皆様に支えて頂き、ここにご挨拶出来
た事を嬉しく思います。皆様方の友情に感謝致します。
ありがとうございました。

　　　　　　　【北島博志次期ガバナー補佐】
今回はガバナー補佐新旧交代という事で、
わたくし北島が引き継ぐことになりました。
渡邊ガバナー補佐におかれましては、五島
まで何回となく足を運んで頂きました。
本当にお疲れ様でした。また5/1 4 開催の
RYLA では、大会の運営に参加頂き、成功裡

に終わったことは記憶に新しく残っております。
　さて、私が入会当時これを読むようにと「前原ガバ
ナー講話集」を頂きました。その本の中に書かれていて
私が感銘を受けた文章を紹介したいと思います。ポール
ハリスはシカゴの例会に参加すると童心に帰ると言った
そうです。するとあるロータリアンの先輩は、ロータ
リーの1 時間は、神様に帰る時間だよと教えたそうです。
ロータリーの例会の1 時間、それは神様の息抜きの1 時
間です。業務の為に緊張した心も身体もリラックスします。
競争者のいない世界、乖離心を必要としない時間、ここ
で初めて我に帰り反省が行われ、人間性が取り戻され、
他人の事や社会の問題を考えるゆとりが出ます。心の隅
にあった善意の芽が育ち、考えていた奉仕を実行する決
意が生まれます。このようになる心境をポールハリスは
童心に帰るといい、先輩は神様になると言ったのであり
ます。もし長崎西RCの皆様が童心に帰り神様に近い心境
になれたなら、私はそれだけで長崎西RCの存在価値があ
ると思います。なんとしても神様に近くなる例会を目指
したいものだと思います。最後に渡邊ガバナー補佐より
引き継ぎどこまでできるかわかりませんが、ロータリー
クラブの名前を汚さぬよう1 年間頑張りたいと思います。
ご協力よろしくお願い致します。

　6/7例会出席率　5/24例会修正出席率69.64%　
　●会員数55 名(出席免除7 名)　●出席31 名　
　●免除者出席4 名 ●欠席20 名 ●出席率67.31％

★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　1,356,850円
★目標まで3例会　143,150円(平均47,720円)


