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長崎西ロータリークラブ週報
2011～2012 年度第1272 回例会 平成23年7月5日　No1

会長／牧　文春　　幹事／平山寿則

■■7 月のお祝い■■

5/1 より 1 ドル 82 円

　7 月の例会スケジュール　　

　日高豊久さん　水本由幸さん　三田光雄さん　宮脇　茂さん　
　松尾　保さん　山口圭一さん　斉藤秀和さん

　◆牧　文春会長◆

　皆さん、こんにちは。2011-2012 年度の会長を仰せつ
かりました。私が長崎西RC に入会させて頂きました
のは、島田先輩のスポンサーで平成７年の時ですので、
もう15 年になり、改めてロータリーは私にとって何
であったのか考えてみたいと思っています。
　私は入会した時、なるだけ責任ある役職には着きた
くないと言っていましたが、とうとう大変な役が回っ
てまいりました。そして、私なりの準備期間もなしに
スタートしてしまいました。ただ心強いのは、幹事の
平山さんが仕事柄、非常に細かく頭の回転も速く、私の
時はそこまでしなかったなぁと、江上先生に対して今
反省をしております。私は以前、大阪東南RC でメイ
クアップしたことがありまして、ロータリーのことを
知るにはまず会長になりなさいと言っておられたのを
覚えています。その時はまさか自分がとは思ってもい
なかったので、良い話も聞き逃していたようです。
　現在“いまさら聞けないロータリー”を読んでいます。
ロータリーの友も、田中先生との会話の時に読んでお
かないと話が出来ないので読もうと思っております。
在籍期間の割には、あまりお役に立つようなことはし
てないような気がしますが、交換留学生の受け入れを
メキシコ2 名、スコットランドは短期で3 名受け入れ
ています。そして昨年は再会があり、メキシコは、私が
訪問した時会いに来ると言っていましたが、距離を聞
くと1500 キロ離れているので無理しないでと言いま
した。その後は会社で県の研修生をほぼ毎年受け入れ
ています。ほとんど中国で大連、瀋陽、上海が多くブ
ラジルも１人居りました。もちろん日系二世です。新
たな出会いと再会に感動しております。
　今年度のＲＩテーマは「心の中を見つめよう博愛を
広げるために」です。今一度、私自身ロータリーアン
である意義について、心の中を見つめてみたいと思っ
ています。そして思いを形にできたらなお素晴らしい
ことではないでしょうか。この1 年が楽しく、有意義
なものとなりますよう、改めて会員皆様方のご指導、
ご協力をお願い申し上げます。

★今月のロータリーレート★

◆平山寿則幹事◆

【結婚祝】 斉藤秀和さん
【入会祝】 水本由幸さん　　
三田光雄さん 宮脇　茂さん
松尾　保さん 山口圭一さん　
斉藤秀和さん

◇点　鐘　◇四つのテスト唱和　
◇ロータリーソング「奉仕の理想」

◇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
◇クラブフォーラム　委員長挨拶　　◇点　鐘　

　　　　◆7月12日プログラム◆　◆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

〔結婚祝)　斉藤秀和さん

〔誕生祝) 小林直樹さん　木庭吉昭さん　北口功幸さん

(入会祝)

会　長　挨　拶

委 員 会 報 告

幹　事　報　告

今年度活動計画書が本日で全て出揃いました。
ありがとうございました。

今週のお祝い

田中克憲ロータリーの友地区代表委員
7/1、東京で開催された研修会に出席して参りました。
全国には90,595 名のロータリアンが居り、全ての
方にロータリーの友は配付されております。
これをいかに、皆様方に喜んで読んで頂けるかの
ディスカッションが7時間余りみっちりありました。
出席者の皆様はロータリーを愛し、ロータリーの友
を愛している方ばかりでした。私は毎月1 回ロータ
リーの友の感想文を、レポート用紙8 枚ほど提出す
る事になっております。また、今月より出席・記録
保存、雑誌委員長の吉原殖男さんに毎月講評をして
頂く様にお願いしております。皆様方にもご協力頂き、
宿題をたくさん出させて頂きますので、よろしく
お願い致します。
吉原殖男出席・記録保存、雑誌委員長
ロータリアンの義務としていくつか挙げられますが、
その中に「ロータリーの友の購読」があります。
それはやはりロータリーの情報をしっかり知ること
だと思います。今年度は例会の時に2-3 分、ロータ
リーの友についてポイントを話そうと思います。
先般申し上げましたが、ロータリーの友は非常に優
れた雑誌です。読めば読むほど味が出る雑誌です。
また、投稿の方もよろしくお願い致します。
川口輝彦親睦活動委員長
7/19(火)18時30分～ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎ﾋﾞｱﾎｰﾙにて西会開催
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　　　　　　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
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構　成 クラブ奉仕　クラブ会報委員会　委員長　松尾悦次　
副委員長　小林直樹　編　集 事務局　中田久美子

NWRC SINCE Oct.1984

　　◆7/5例会出席率67.92％　◆6/21例会修正出席率69.23％　◆会員数55名　◆出席31名　◆免除者出席5名 ◆欠席19名

　
ＲＩ会長カルヤン・バネルジー氏の今
年度のテーマは、まず自分自身を見つ
めなおし「心の中を見つめよう、博愛
を広げるために」です。そして、強調
事項としては「家族」｢継続｣「変化」を
掲げられました。日本平和主義の中で
暮らしてきた私たちに、今いろんな試

練を与えられています。今、すべての面で原点を見つめな
おす時ではないでしょうか。近年の社会、経済状況は、
ロータリー活動に決してよい状況ではありません。会員増
強も厳しく、むしろ退会防止に努めなければならない状況
であります。岩永信昭ガバナーは、ロータリーが更に前進
する為には、クラブの活性化が必要と言われています。
　長崎西ロータリークラブという大家族の、良いものを継
続しつつ、お一人お一人のやる気と元気がこの現状を打破し、
変化させるのではないでしょうか。

　　　　　長崎西ロータリークラブ方針
　

≪ 20 1 1 - 2 0 1 2 年度　基本方針≫
会長　牧　文春

長崎西ロータリークラブは、間もなく訪れる３０周年を目
の前にして、8 名のチャーターメンバーを中心に、これま
で在席された諸先輩の皆さんが築いてこられた歴史があ
り、地区へも３回、ガバナー補佐を送っております。次な
る挑戦はガバナーではないでしょうか。また、明るく楽し
い西クラブの伝統と実績を守り、例会が楽しく活発なもの
になり、毎週顔を出したいと思われるよう、次代へと引き
継ぎたいと思います。そのためには、例会に出席する事が
苦痛になるようではいけないと考えます。
各理事、各委員長の皆様方のご理解とご協力を頂き、今何
が求められ、何ができるのかを考え、それが長崎西ロータ
リークラブの皆様にとってより満足できる活動となります
よう、そして、クラブ会員皆様が、ロータリーライフを楽
しむことが出来ますことを願いながら、微力ですが会長の
大役を務めさせて頂きたいと思います。
皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。

第2740 地区の目標を踏まえ、会員増強純増2 名、ロータ
リー財団年次プログラム基金1人100 ドル、米山記念奨学
寄付1 人 11,000 円、ポリオ撲滅へのチャレンジ
1 クラブ1000 ドルと致します。

≪ 2011-2012 年度　各担当理事挨拶≫
●榎本延光SAA委員会・担当理事　
★日高豊久クラブ奉仕・会長ｴﾚｸﾄ担当
●馬場政徳クラブ奉仕委員会・担当理事
★宮脇　茂職業奉仕委員会・担当理事(幹事代読)
●松尾悦次社会奉仕委員会・担当理事
★山口圭一国際奉仕委員会・担当理事

●北口功幸新世代委員会・担当理事

 

ニ コ ニ コ 袋

●牧　文春さん　1年間、よろしくお願いします。
●平山寿則さん　今日から新年度がスタートします。皆様
　のご協力とご支援をお願いします。頑張ります。
●渡邊修志さん　牧会長、平山幹事を始め役員の皆様方、
　いよいよ船出ですね。この一年間ご苦労様です。
　先般の最終例会では、喜寿を祝って頂きまして、誠にあり
　がとうございました。
●江上徹也さん　牧・平山丸の出港、安全航海を祝って。
　牧船長には4年前幹事として肉体労働をして頂き、ふつつ
　かな会長を支えてもらいました。今年は私が逆に上半身、
　下半身労働も含めて、一兵卒として恩返しをします。
●栗原博志さん　牧会長たったの一年間です。持ち味の　
　キャラでテキトーにやって下さい。平山幹事、あなただけ
　は真面目にお願いします。
●安永勝信さん　牧会長、平山幹事、理事役員の皆様、この
　一年間西クラブの為よろしくお願いします。親睦委員会も
　頑張って参りますので、ニコニコへご協力下さい。
●川口輝彦さん　親睦活動委員会をよろしくお願いします。
　ニコニコの為に！！
●前田良治さん　一年間会計担当します。応援で長崎営業部
　の森が毎週来ます。ご指導の程、よろしくお願いします。
●増崎進一さん　8月にはマドモアゼル・ソリンヌ(18歳)の
　来崎、増崎春佳の出発、9月は長崎大学古川君のアバ　
　ディーン訪問と続きます。よろしくお願い致します。
　牧会長、これから例会挨拶を楽しみにします！！
●斉藤秀和さん　結婚記念日の御花、ありがとうございま
　した。入会させて頂き、ようやく1年が過ぎました。
　これからもよろしくお願い申し上げます。
日高豊久さん・水本由幸さん、宮脇茂さん、山口圭一さん
　入会祝いと牧会長、平山幹事他役員の皆様、一年間よろしく
　お願い致します。
島田靖彦さん・吉原殖男さん・森　信興さん・田中克憲さん
島崎義忠さん・三宅敏彦さん・劉　済昌さん・馬場政徳さん
深堀俊一さん・吉田良尚さん・中野　敏さん・北口功幸さん
松尾悦次さん
　牧会長、平山幹事他役員の皆様、
　一年間よろしくお願い致　します。

  

♪♪

「ロータリーソング・ＢＧＭは生演奏」

牧会長の考案で、今期はピア
ノの生演奏を例会に取り入れ
ました。奏者は会長のご子息
牧正康さんです。一年間宜し
くお願い致します。

「銀行受付交代」
18銀行松本さん　　　　　⇒親和銀行森さん

「例会前にちょっと一息byＳＡＡ」
今年度より、例会前の打合せや懇談の
為のスペースを設けました。
お茶菓子はございませんが、

美味しいお茶を一服如何ですか？

　　ニコニコ袋　◆ニコニコ目標　1,500,000円　◆本日のニコニコ　83,000円　◆ニコニコＢＯＸ　300円　


