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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〕　　　 8/27　10,000円 今期累計53,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 8/27　8,000円 今期累計58,000円

◆会員数44名　◆ 8/27　例会出席率　71.80%
◆7/30例会修正出席率　82.50%(修正前67.50%)
◆出席28名　◆免除者出席9名　◆欠席16名

9/3　 第1  会員卓話　　　9/10　第2　卓話
9/24　第 3 卓話(米山奨学生)　

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 8 月 27 日
第 1638 回例会　No6

◆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
■国歌斉唱
■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
■会員卓話　山田吉盛さん　
■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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≪ 9 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　水本由幸さん

NEW

9/17休会

ご来訪ロータリアンの紹介

第2740地区ガバナー
　　　　諫早北ＲＣ　　千葉憲哉さん
　第9 グルプガバナー補佐
　　 長崎琴海RC　浦　信夫さん
　第2740地区副幹事

諫早北ＲＣ　　松田洋一さん■

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

　皆さん、こんにちは。今日は、

お足元の悪い中での、千葉ガバ

ナーをお迎えしての、公式訪問

例会です。本日ご来訪の千葉ガ

バナー、浦ガバナー補佐、松田

副幹事は、８月３日のインター

アクト年次大会にも、ご出席い

ただき、重ね重ね御礼申し上げ

ますとともに、ご来訪を歓迎致します。特に当日は、ガ

バナーには、出張直前のお忙しい中もかかわらずお出

でいただき、また、開会式でのご挨拶も有難うござい

ました。我々西クラブのメンバーは、インターアクト

年次大会の準備に、今年２月初めから本格的に取り掛か

りました。大盛会で終了し“ほっ”としている中、お盆、

台風をはさんで先週は、浦ガバナー補佐をお迎えして

のクラブ協議会でした。そして本日は、千葉ガバナー

の公式訪問例会と大変緊張の連続と思います。特に、

私と嶽本幹事は、間違いなく緊張が頂点に達しています。

因みに、嶽本幹事は若いので、土曜日の五島の夕焼

けマラソンに北口さんと走られて息抜きされ、ガバ

ナー訪問のために、体調を整えています。先ほど、11時

半より別室において、千葉ガバナー、浦ガバナー補

佐、松田副幹事とご対面し、恒例の懇談会を行わせて

いただきました。なごやかの中に、色々のご意見、ご

指導を賜りましたので、今後の西クラブの運営に生

かしていきたいと思います。また、千葉ガバナーは、

今月の「ガバナーズ・マンスリー・レター」に、佐賀県

の白石ロータリークラブに発信されたメールを掲載

されていますが、そこに、「人数が少ないクラブほど、

団結が強く、親睦度が強く、ロータリーについて深く

考えるクラブである。」と、書かれておられます。　

我々西ロータリークラブは、現在44名と決してメン

バーが多くないクラブです。“団結力”、“親睦度の強さ”、

“ロータリー愛の強さ”は、他のクラブにも負けず劣

らずの素晴らしいクラブであることを、西クラブの

メンバーは互いに自負していますので、今日の公式訪問

で、是非、ガバナーにご理解頂きたいと思います。

今日は、後程千葉ガバナーから卓話をしていただき

ます。今日のガバナーの卓話を良くお聞きして、明日

からのロータリアンとしての活動をしていただきた

と思います。千葉ガバナー、よろしくお願いします。

千葉憲哉ガバナーとの懇談会



長崎西ロータリークラブ
会長　許斐義彦　幹事　嶽本幸次
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◆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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　■地区大会開催のお知らせ　

　　　11/9(土)諫早文化会館。後日事務局から案内。

　■第 9・10 グループ会員名簿の件

　　　グループ会員名簿は、当クラブの会員名簿の情報

　　　をそのまま掲載予定。写真の変更はお早めに

■理事会報告

　　　① 2020-21 年度ガバナー補佐選出の件

　　　江上徹也会員にご承諾をいただき理事会で可決

　　　②事務局立ち退きの件　島田会員のマンションに

　　　移転。家賃も安くなり、部屋も広く理事会で可決

幹事報告　嶽本幸次

米山奨学生近況報告

米山奨学生トン・インさん
皆さん、こんにちは。やっと先月の

期末テストも終わり、夏休みに

入ったのですが、全然暇ではない

です。先週は交流活動で、研究室の

皆さんと韓国の釜山に行きました。皆さん気になっ

ているかもしれない、日本と韓国の関係は良くない

ですが、私は一人の中国人として、日本と韓国をつ

なぐ橋のようと感じました。韓国ではリハの病院を

見学しました。私は日本では長崎のリハの病院しか

見られないですが、それと比べると、すごく広くて

新しい機器があります。病院は国立と市立の 2 か所

見ました。2 か所とも広くて、高価な機器も並んで

いました。一緒に行った日本人学生もすごく驚いて

いました。韓国の高齢化率は 14％で若い人が多いの

ですが、日本の高齢化、特に長崎は 35％位です。

私は日本はお金が無くて機器がないと思っていまし

たがそうではなく、それは国の考え方の違いと思い

ました。以上、ありがとうございました。

委員会報告

ニコニコ目標1,200,000 円 8/27　44,000 円　累計178,200 円

ゴルフ同好会北口代表幹事

第 1 回ゴルフコンペ(川瀬会長杯取り切り戦)を

9/19(木)オーシャンパレスＧＣで開催。

8 時 30 分集合 //9 時 13 分スタート

ガバナー公式訪問基調講演

ＲＩ第2740 地区

千葉憲哉ガバナー

「ロータリーの原点」
バナー贈呈

誕生祝い結婚祝い

今週のお祝い

山田孝二さん 島崎義忠さん
山田孝二さん

■千葉憲哉ガバナー(諫早北ＲＣ)

　ガバナー公式訪問例会、お世話になります。

■許斐義彦さん■嶽本幸次さん■島田靖彦さん■江上徹也さん

■安永勝信さん■平山寿則さん■川瀬隆史さん　

　千葉ガバナー、浦ガバナー補佐、松田副幹事のご来訪を歓迎

　します。

■馬場政徳さん　①千葉ガバナーのご来訪を歓迎いたします。

　②この度、9月より昭和タクシーを観光タクシーグループに

　編入いたしました。今まで同様ご利用いただきますようお願

　い申し上げます。

■劉　済昌さん　遅くなりましたが、インターアクト参加の皆

　様、お疲れ様でした。特に来た間口副実行委員長はじめ若手

　の皆様、ありがとうございました。

■島崎義忠さん　誕生日自祝。

■山田孝二さん　ダブルお祝い、ありがとうございます。


