
月

日
プ
ロ
グ
ラ
ム

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〕　　　 8/20　14,000円 今期累計43,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 8/20　14,000円 今期累計50,000円

◆会員数44名　◆ 8/20　例会出席率69.23%
◆7/30例会修正出席率　82.50%(修正前67.50%)
◆出席27名　◆免除者出席9名　◆欠席17名

9/3　 第1  会員卓話　　　9/10　第2　卓話
9/24　第 3　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 8 月 20 日
第 1637 回例会　No5

◆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
■ガバナー補佐訪問クラブ協議会　
■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　古里安幸さん

NEW

9/17休会

ご来訪ロータリアンの紹介

第9グルプガバナー補佐
　　長崎琴海RC　浦　信夫さん■

皆さんこんにちは。今日は、第９グループ

浦信夫ガバナー補佐のご来訪を受けての、

クラブ協議会になっています。浦ガバナー

補佐よろしくお願いします。その前に、

８月３日に行われました、インターアクト

年次大会について、触れたいと思います。

先ずは、実行委員会の皆様お疲れ様でした。

２月１日の打ち合わせ会から正式に準備に取り掛かり、海星高校

インターアクトクラブや、コ・ホスト校との綿密なやり取りを

約半年間頑張っていただき、前日の会場準備から、当日を迎え

られたのではと思います。本当にお疲れ様でした。特に、実行

委員長の劉さん、副実行委員長の北口さん、山田孝二部会長、

野崎部会長、柳部会長、田中部会長、石山副部会長には、大変

お疲れ様でした。石山さんが当日受付開始直前まで、海星高校イン

ターアクトクラブの部旗を、スチームアイロンを使って熱心に

綺麗にされている姿が印象的でした。参加者全員、非常に鮮や

かなターコイズブルーのＴシャツを着用し、受付は事務局の中田

さんはじめ、島崎さん、馬場さん、牧さん、高野さん、安永さん、

深堀さん、川瀬さん、吉田さん、市川さん、山田吉盛さん、平山

さんと、そうそうたる方が立たれ、インターアクトの生徒さんも、

来訪ロータリアンの方の受付対応を手際よくされていました。

また、駐車場の案内係りは、暑い中、水本さんと海星高校の生

徒さんに、頑張っていただきました。中村さん、竹内さんは、

前日の準備のみの参加で、お手伝いを頑張っていただきました。

会長挨拶　許斐義彦

来賓控室は、開会式が始まるまで三宅さん、江上さん、草野

さんが、千葉ガバナー、田上市長、武川海星高校校長、徳川

地区インターアクト委員長はじめ、関係者の方の“おもてなし”

をされ、開会式までの時間を過ごされました。開会式は海星

高校放送部の司会で進行し、４人の来賓の方の挨拶と、私と

海星高校インターアクトクラブ会長の挨拶で、予定時間に終了。

休憩の後、「国境なき医師団」の黒﨑先生の講演があり、なぜ

自分が医師団に入ったか、現状の問題点など、今回のテーマ

「ともに生きる」にマッチングしたお話で、インターアクト

の生徒さんや、ロータリアンには大変有意義な講演会でした。

その後昼食に入り、午後の部は、特別参加の純心女子高校の

吹奏楽部の演奏で始まり、その演奏終了後、車椅子体験、海

洋ゴミ問題、ネット依存の現状と課題の三つのテーマの分科

会に分れ、どの分科会も熱心に体験、討論、質疑がありました。

詳しい内容は、後日出来上がります報告書をご覧いただけれ

ばと思います。分科会終了後閉会式に移り、徳川地区インター

アクト委員長から昨年度の優秀インターアクトクラブの表彰、

今年度大会の総評と続き、予定通り１６時４０分点鐘で終了

しました。特に嶽本幹事は、初めから終わりまで地区インター

アクト委員の立場で、あれやこれやと気配りされて、お疲れ

様でした。そして、檀上の片付けをする前に、当クラブの次

回の担当がうん十年先なので、「もうその時は、西クラブに

在籍してない方が多いのでは」の声が多く、海星インターアクト

クラブと、我々メンバーと檀上で、記念撮影をしました。

後片付けもスムーズに行われ、一部貴重品は、石山さんの会

社(ＮＣＣ)に預かっていただき、浦上ひぐちに場所を移し、

劉実行委員長の乾杯のもと、参加者全員で反省会を行いました。

その開始早々、予期せぬ電話が北口副実行委員長にかかり、

その対応に追われた北口さんと嶽本さんは、ブリックホール

に戻って処理されて大変でした。詳し

いことは、北口さんにお聞き下さい。

緊張の糸も解けた反省会は、18時頃

にお開きとし、浦上ひぐちを出て散

会しました。皆さん大変お疲れ様で

した。今日は、インターアクト年次

大会顛末でした。

ＩＡＣ



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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例会：【火】午後１２時３０分
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◆ 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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■例会変更のお知らせ　

福江中央ＲＣ　8/27(火)⇒8/23(金)に変更　カンパーナホテル

■ロータリー財団寄付の領収書をメールボックスに配付

幹事報告　嶽本幸次
ガバナー補佐訪問クラブ協議会

ガバナー補佐ご挨拶

皆様、こんにちは。この度ガバナー補佐として一年間一緒
に活動させて戴きます、長崎琴海ロータリークラブの浦　
信夫です。勉強不足の為、皆様のお役にたてるかわかりま

せんが、よろしくお願いいたします。会長からもお話があ
りましたが、8月3日のインターアクト年次大会に初めて
参加して、学生の皆さんの元気な前向きな姿や、お世話を

してくれている長崎西ロータリークラブ始め、関係者の皆
様のご苦労に、改めて感謝申し上げます。今日は活動報告
をお聞きするのを楽しみに伺わせていただきました。

よろしくお願いいたします。

第 9 グループ　浦　信夫ガバナー補佐

ガバナー補佐講評

それぞれの担当の皆さん、ご苦労様でした。お聞きしなが
ら拝見してますが、丁寧にまとめられていると思います。
歴代のガバナーやガバナー補佐、会長幹事が紹介されてい

るのは、その当時の事など思い出し、懐かしく感じました。
琴海ＲＣでは載せてないので、嬉しく思います。予算を見

ますと、ニコニコも豊富で色々なプログラムに活用されて
いますので、羨ましい限りです。プロジェクトの中でも、
インターアクトなど、若い世代への支援も充分なされてい

るので、有難いと思います。琴海ＲＣでも、新世代会議と
して、長崎明誠高校と西彼農業高校の生徒さんを4-5人ずつ
お招きして、若者の意見、思いを聞いたり、会員からの助

言等話してもらったりしています。地元地域でのイベント
参加や、スポーツ支援、各施設への援助、若い世代への支
援を、引き続きお願いします。アンケート調査については、

公式訪問の折にガバナーから話されると思いますが、ほと
んど受け入れられていると感じて居られるようで、親睦も
あり、中には少し物足りないと感じている人もいるようで

すので、上手く運営されていると思います。今日はお世話
になりました。一年間、よろしくお願いいたします。

委員会報告 北口副実行委員長

8/3(土)長崎ブリッホールに於いて、

インターアクト年次大会を開催。

海星ＩＡＣをホスト校にインター

アクター約180名、総勢約330名の

出席で無事終了した。

入会祝い誕生祝い

今週のお祝い

松石六雄さん
寺坂基幸さん

下田隆雅さん
中西祥之さん
草野郁子さん

■浦　信夫ガバナー補佐(長崎琴海ＲＣ)　ガバナー補佐として、お世話になり

　ます。1年間よろしくどうぞ。

■許斐義彦さん　浦信夫ガバナー補佐、本日はよろしく御指導お願いいたします。

■嶽本幸次さん　ガバナー補佐訪問クラブ協議会を祈念してニコニコします。

　ＩＡＣ年次大会、皆様、お疲れ様でした。

■馬場政徳さん　浦ガバナー補佐、本日はよろしくお願いいたします。

■古里安幸さん　浦ガバナー補佐の来訪を祝し。

■深堀俊一さん　8/3インターアクト年次大会実行委員会の皆様、ご参加の

　皆様、お疲れ様でしたる

■水本由幸さん　先日のインターアクト年次大会、皆様お疲れ様でした。

■野崎地平さん　インターアクト年次大会、お疲れ様でした。

■山田孝二さん　皆様、インターアクト年次大会お疲れ様でした。ありがとう

　ございました。

■島田靖彦さん　海星高校の甲子園での熱闘に感動しました。

■日髙豊久さん　海星高校応援、本当にありがとうございました。

　沢山の方にメールや電話、そしてご寄付頂き感謝します。

■寺坂基幸さん　誕生日自祝。

■草野郁子さん　早いものでロータリーに入会させていただき、1年になりま

　した。今後ともよろしくお願いいたします。

■その他　インターアクト年次大会の打ち上げで、カンパを許斐会長からいた

　だきまして、そのおつりをニコニコさせていただきます(野崎)

ニコニコ目標1,200,000 円 8/20　41,200 円　　累計134,200 円


