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Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

◆ロータリー財団寄付年間目標１人120ドル 〔5160ドル〕　　　 10/16　4,000円 今期累計102,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 13,000円 〔559,000円〕 10/16　21,000円 今期累計258,000円

◆会員数44名　◆ 10/16例会出席率54.05%
◆10/2例会修正出席率　92.50%　(修正前80.00%)

◆出席20名　◆免除者出席7名　◆欠席24名
10/2  第1  卓話   10/16 第 2　卓話　米山奨学生
10/23 第 3 フォーラム　10/30 第4  卓話

2018 ～ 2019 年度長崎西ロータリークラブ週報 平成30 年 10 月 16 日
第 1603 回例会　No13

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会3 名 ・ 退会2 名 ・ 現在44 名　　◆ロータリーレート 8/1 ～ 112 円
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■四つのテスト唱和

■ロータリーソング 「我らの生業」

■来訪者のご紹介並びに会長挨拶

■幹事報告

■委員会報告

■ニコニコ披露

■クラブフォーラム

■点鐘

言行はこれに照らしてから

一、真実かどうか

二、みんなに公平か

三、好意と友情を

　　　　　　深めるか

四、みんなのために

　　　　なるかどうか
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ＳＡＡ司会　 古里安幸副委員長

四

つ

の

テ

ス

ト

会長挨拶　川瀬隆史

≪ 10 月の例会スケジュール≫

四つのテスト　松本祐明さん

10/9休会

皆さん、こんにちは。先々週はた

くさんご出席いただきましたが、

お仕事の都合だったり、ご病気

だったり、今日は少ないようで

す。さて、ここのところ旅の話が

出来なかったのですが、今日復活

をしたいと思います。20数年前の

ことになるのですが、初めて非常

に遠いアフリカのザンビアという国に行きました。ザ

ンビアはアフリカの“へそ”と言われるくらいに中央

部にある国ですが、国名の由来はザンベジ川という川

があって、それに因んで国名が決められたと聞いてお

ります。ザンビア共和国の首都はルサカと言う所に

あって、2016 年の人口は 1660 万人位で、あまり大き

な国ではありません。有名なのは、ザンベジ川が大地

溝帯に落ち込んでいるヴィクトリアフォールズという

滝が有名です。現地語で「Mosi-oa-Tunya」と言って、

「霧舞い上がる場所」と言う意味だそうです。ここは

イギリス連邦加盟国の一つで公用語は英語です。人は

非常に人懐っこい人柄で、実はアフリカ諸国の中で最

も平和な国と言われています。私が行った頃は、ここ

は治安が悪いと言われてましたが、今は治安も悪くな

いアフリカの中でも非常に平和的な国だと言われてい

ます。私が行ったのは、羽田からブリティッシュ・エ

アウェイズでヒースローまで飛んで、ヒースローで

トランジット2 時間くらいにして、すぐザンビア航空

に乗り換えて、南へずっと下って行くと言う、飛行機

の中だけでも 26-7 時間乗ってたと思います。ところ

が今は違っていて、もちろん日本からの直行便はあ

りませんが、日本から行く場合にはドバイだとか、イ

スタンブールとか中東を経由して、ザンビアに入る

ケースが一番近いんじゃないかと思います。ドバイを

経由して行く便は22 時間で行けると今は聞いてます。

私が行った頃はアフリカの中でも最貧国の一つで、油

は1 滴も出ません。サダムフセインは、もう亡くなり

ましたが、イラクがザンビアに油を供給していたこ

とに因んで、サダムフセイン通りというところがあ

りました。日本との関連で言うと、あそこはコッ

パー・ベルト地帯というのがあって、銅鉱石が豊富に

出るところです。だから三菱商事だとか、その他商社

がザンビアにはいて、コッパー・ベルトの銅の買い付

けがあったようです。私も向こうで三菱商事の社員

の方とお会いしたことがあります。概要はそういう国

です。私は初めて遠くの、どちらかというとあまり豊か

でない国に行って、

色々と認識を新た

にした国でもあり

ます。あと観光とか

ありますので、来週、

再来週にお伝えして

いきます。

誕生祝い

今週のお祝い

水本由幸さん
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◆ガバナー事務所　佐世保市湊町 2 - 8 石井ビル
Tel：09 5 6 - 3 7 - 2 7 4 0　F a x：0 9 5 6 - 3 7 - 2 7 4 1

◆ 2 0 1 8 - 1 9 年度　RI 第 2 7 4 0 地区ガバナー　福田金治
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委員会報告

■例会変更のお知らせ　　長崎みなとRC

　11/6(火)　長崎西ＲＣとの合同例会の為　サンプリエール　

※当クラブの 1 1 / 6 のお昼の例会はございません。

■理事会報告　

①会員退会の件　髙木宏隆さん健康上の理由で9月末で退会

②会員増強Ｐ理事の変更　田中豊俊会員が理事と委員長を兼任

③2019-2020年インターアクト年次大会の件

嶽本青少年Ｐ理事より進捗状況の報告と、 実行委員会の委員長を

劉さんに、 その他北口さん、 深堀さん、 嶽本さんを中心に皆様

にもご協力をお願いいたします。

④ 10/23クラブフォーラムの件　出席率向上のための対策

■10/23と 10/30の例会は、 13階 「桃林」 で開催。 23日は駐

車場が満車になる可能性が高くなりますのでご注意ください。

幹事報告　山田吉盛

米山の集い報告( 江上徹也カウンセラー)

10/7(日)九十九島シーサイドテラスにおいて、

米山の集いが開催され、 近況報告と米山出前

卓話で米山奨学金寄付の制度が素晴らしいこ

との報告がありました。一番多い人で6クラブ

の出前卓話を依頼されていました。 リョウさんも西クラブを含め

4クラブでの卓話で、 日本語も上手で、 内容も充実してますので

ご期待ください。米山奨学金寄付は安永委員長にお願いします。

青少年ミニフェスタのご報告( 嶽本幸次青少年Ｐ理事)

10/13-14(土 ・ 日)の両日、 佐賀県波止岬少年自然の家に於いて、

「青少年ミニフェスタ」が開催され、深堀委員長、山田幹事と参加しま

した。 参加者は少なかったのですが、 内容としては、 2700地区青少

年奉仕委員長の田村志朗さんより 「インターアクトが世界を変える

-誰かのためにい善いことをする喜びに生きる-」 を演題に基調講

演がありました。 分科会ではロータリアンもセミナーを受け、 2日目

はカッター体験をして交流を深めました。

「インカニャンコンサート」 のお知らせ( 石山俊介会員)

11/4(日)16時からチトセピアホールで、フォルクローレ「インカニャン」

のコンサートが開催されます。弊社が15年以上前から、「アンデスの

風」の山崎氏の活動に感銘し、お手伝いさせていただいております。

ペルーの高地に現在4校目となる学校を作ることを目標に、 毎年

長崎を中心に九州、 関東に出向きコンサートを開き、 その中の収益

金の一部で学校を建設しております。 前年度当クラブでも 「アンデ

スの風」の山崎氏にはボランティア活動表彰と卓話をしていただき、

ペルーの子供たちへ送る学用品の送料の一部を援助させていただ

いております。 皆様多くのお申込みをお願いいたします。

米山奨学生卓話並びに近況報告

皆さん、 こんにちは。 2週間ぶりでしたが、

皆さんはお元気でしたか？これから寒く

なるのでお身体には気を付けて下さい。

先月の観月例会には夫と一緒にご招待

いただき、 ありがとうございました。 今

後も二人けんかしないように仲良くします。 また、 観月例会の翌

日は、 学校で論文の中間発表があり、 今まで自分が研究してきた

ことを 10 分間発表しました。 学校の修士2 年生が全員出席した発

表会ですごく緊張しましたが、 無事に終わりました。 そして出前卓

話の報告ですが、 10/2 は諫早多良見ＲＣ、 10/3 は長崎南ＲＣ、 10/

15 は佐世保北ＲＣで本日は4回目の最後の卓話になります。 牧さん

と江上カウンセラーが例会場まで同行して下さり、 皆さんの応援

をいただき感謝しております。 近況報告のような5 分のスピーチで

はなく、 初めて 20 分以上の卓話をやり、 自分が日本に来てから

の体験や思いを各クラブの方々に伝えることが出来て、 とてもい

い経験でした。 また、 他のクラブの例会の特色を味わって、 とて

も面白かったです。 たとえば、 諫早多良見ＲＣでは、 四つのテスト

をする時、 リーダーは、 「1.2.3.4」 とだけ数えます。 長崎南ＲＣは

会員が多くて、 7 テーブル満席で、 卓話するときプレッシャーがあ

りました。 佐世保北ＲＣでは、 食事の時間が決まってなくて、 点鐘

の前に食べ始めてました。 各クラブの方々はとても親切で、 例会

の雰囲気も明るくて楽しかったです。 でも、 一番好きなのは、 や

はり長崎西ＲＣですね。 他のクラブと違い、 お世話クラブで親しい

皆様の前で卓話をするのも一番緊張すると思いますが、 一生懸

命卓話をしますので、 お楽しみください。

リョウ　ウンエイさん

ニコニコ袋目標額1,500,000円

10/16　28,000円　　累計353000円

■江上徹也さん米山奨学生リョウ・ウンエイさんの卓話がうまく行きます

　ように期待を込めて。既に3クラブで出前卓話を経験してますので、

　当クラブが総仕上げです。

■山田吉盛さん　青少年ミニフェスタに最終日の閉会式15分だけ参加し

　ました。交通費をいただくのは忍びないので、ニコニコします。

■嶽本幸次さん　①リョウさんの卓話を楽しみにしております。

　②青少年ミニフェスタが無事に終わりました。深堀さん、山田幹事

　ありがとうございました。

■田中克憲さん　結婚記念日のお花ありがとうございました。

■宮脇雅俊さん　誕生祝、ありがとうございました。

■石山俊介さん　本日ご案内させていただきます「インカニャンコンサート」

　11/4(日)チトセピアホール。ご興味がございましたら、是非ご来場ください。

■松本祐明さん　結婚祝いのお花ありがとうございました。長崎くんちに

　関わられた皆さん、お疲れ様でした。


