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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150ドル 〔6450ドル〕　　　 7/2　11,000円 今期累計11,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 7/2　11,000円 今期累計11,000円

◆会員数44名　◆ 7/2例会出席率77.50%
◆6/18例会修正出席率　76.32%(修正前65.79%)
◆出席32名　◆免除者出席9名　◆欠席12名

7/2 　第1  アッセンブリー  7/9　第2　フォーラム
7/23　第3  アッセンブリー　7/30　第 4　フォーラム

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 7 月 2 日
第 1633 回例会　No1

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会 1 名 ・ 退会0 名 ・ 現在44 名　　◆ロータリーレート 7/1 ～ 108 円
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■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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≪ 7 月の例会スケジュール≫

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

四つのテスト　島田靖彦さん

NEW

7/16休会

会長挨拶　許斐義彦

ご来訪ロータリアンの紹介

長崎中央RC　　浦川一孝さん
長崎出島RC　　殿村周三さん

■

　皆さんこんにちは。いよいよと

言う感じで、ここに立っています。

先ほどの点鐘の打ち方は、どうで

したか？川瀬さん、山田吉盛さん、

一年間お疲れ様でした。　　

　さて、6 月18 日の例会の会報の

「まえがき」に、事務局の中田

さんが書かれていた言葉を借り

れば、「一年間の重圧から解放される安堵感は、さぞ、

格別だろう」とありますが、その通り何もなかったよ

うに、先週の賀寿会のあと川瀬さんは、遅くまで飲ま

れていました。それに比べ、今日から始まる私は、

一年間どうなるのかな？とあれこれ心配してると、

『ボーっと生きてるんじゃないよ』と、チコちゃんに

叱られる声が聞こえて、「よし、やらなければ！」と、

思っているところです。この一年間、“長崎西ロータ

リー丸”は、嶽本幹事と二人で舵取りをしながら頑張

りますが、乗組員の皆さんと、特に、事務局の中田さん

の助けが必要ですので、よろしくお願いします。

　創立 35 年目の会長として、歴代の会長さんにご迷

惑をかけないように二人で頑張りますので、よろしく

お願いします。後程、所信表明をさせていただきます。

また、本日は嬉しいことがあります。新会員の尾本久

男さんが来られています。皆さんで温かくお迎えしま

しょう。後程、馬場さんにご紹介していただきます。

更に本日は、海星高校 IAC の元顧問の濱崎先生が、お

見えになっておられます。皆さんに、インターンシッ

プの件でお頼みしたい事があるそうですので、お話し

をお聞きしたいと思います。では、本日の例会よろし

くお願いします。　

新旧会長 ・幹事バッチ交換

新会員のご紹介

尾本久男さん
(株)大和総業
　　代表取締役
【職業分類】ビルメンテナンス

銀行受付交代
親和銀行 鈴木さん



長崎西ロータリークラブ
会長　許斐義彦　幹事　嶽本幸次

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 ザ・ホテル長崎BW
　　　　　　　 　　　　　　プレミアコレクション
火　長崎みなと　サンプリエール 長崎西　　ホテルニュー長崎
水　長崎南　 ＡＮＡクラウンプラザホテル　　長崎北東 長崎新聞社　アストピア
　　　　　　　　　　 長崎グラバーヒル　
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 公共イメージ P　クラブ会報委員会　委員長　川口輝彦　
編　集 事務局　中田久美子

◆ガバナー事務所　〒 854-0016　 諫早市高城町 5-10-302
TEL: 0957-46-3096   FAX: 0957-46-3097

◆ 2 0 1 9 - 2 0 年度　R I 第 2 7 4 0 地区ガバナー　千葉憲哉
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インターンシップについてのお願い
海星高校・元IAC顧問　濱崎雅彦先生

本校の3つのコースの中の1つに、 フロンティアコース

があります。現在我々が考えているのは、先ずはフロ

ンティアコース、行く行くは生徒全員が勉強だけではな

く、 インターンシップを通して、 より社会性を身につけ

る生徒を育てたいと考えております。勉強が出来ても

適性があっても、社会性がないと社会に出て生きては

いけません。我々は、そこにもっとフォーカスしながら、

生徒一人一人の将来、そして一人一人のニーズに応え

ながら育てていきたいと考えております。そのステップ

アップの一つとして、インターンシップを掲げています。

そこで、 「いつ、 どこで、 何を、 どのようにして」

インターンシップを皆様にお願いするかと言うのは、こ

れからもし皆様が引き受けて下さるのであれば、そこか

ら一つ一つ時間を調整しながら、活動に踏み切ってい

ければと思っております。ぜひ、長崎西RCの皆様には、

我々の目標、理念と申しますか、勉強だけではなく、社

会性に富む子ども達の育成、ひいてはその子供たちが

社会を構築する人材を育むという理想のもと、我々の

目標、理念をご理解いただきまして、インターンシップ

にご賛同いただければと思います。

■ロータリーレート変更のお知らせ　7/1～1ドル108円

■例会場変更のお知らせ　長崎琴海RC

7/1～火曜日または水曜日、 場所は輪番にて開催。

幹事報告　嶽本幸次

委員会報告

■第１回西会の開催日変更　(野崎親睦活動委員長)

　7/18(木)⇒7/22(月)ホテルニュー長崎　地下１階ビアホール

■インターアクト年次大会の件(北口副実行委員長)

　8/2の準備、 8/3の年次大会本番は、ポロシャツを準備

　致しますので、至急出欠のご回答をお願いいたします。

入会祝い

今週のお祝い 結婚祝い

中西祥之さん

水本由幸さん 古里安幸さん
柳龍一郎さん

ニコニコ目標1,200,000円　　7/2　62,000円

■許斐義彦さん　私の出番が今日よりいよいよ始まります。

　　皆さんご協力よろしくお願いいたします。

　　北口さんお気遣いありがとうございました。

■嶽本幸次さん　皆様、今年 1 年、宜しくお願いいたします。

　許斐会長、1 年間、どうぞ宜しくお願いいたします。

■馬場政徳さん　①許斐会長、嶽本幹事の船出を祝って!

　②尾本さんの入会を祝って!

■島田靖彦さん　令和元年スタートの許斐・嶽本丸の無事の

　航海を祈念します。頑張って下さい。補助エンジンとして、

　サポートさせて下さい。

■田中克憲さん　祝許斐丸出航! !嶽本幹事他理事役員の皆さん、

　1 年間お疲れ様です。許斐船長、よろしくお願いいたします。

■三宅敏彦さん　①許斐会長、嶽本幹事の船出と、1 年間の安

　全運航を祈念して。②とうとう 8 0 歳の大台に乗る。

　心はいつまでも 1 8 歳の好奇心旺盛な悪餓鬼でいたい。

■安永勝信さん　①許斐会長・嶽本幹事の 1 年間の無事の

　航海を祈念します。②出席率向上にも会員皆様の協力を

　お願いします。

■水本由幸さん　入会18 年。永い間皆様にはお世話になってます。

■柳龍一郎さん　お陰様で 1 年経ちました。ありがとうござ

　いました。ロータリーソングを口パクしないように、真面

　目に出席致します。

■川瀬隆史さん　　■江上徹也さん　　■平山寿則さん

■日髙豊久さん　　■深堀俊一さん　　■寺坂基幸さん

■市川清史さん　　■古里安幸さん　　■野崎地平さん

■山田孝二さん

　許斐会長、嶽本幹事、理事役員の皆様、1 年間よろしく

　お願いいたします。


