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◆ロータリー財団寄付年間目標１人150ドル 〔6450ドル〕　　　 10/15　12,000円 今期累計89,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 10/15　10,000円 今期累計111,000円

◆会員数44名　◆ 10/15　例会出席率　68.57%
◆10/1例会修正出席率　74.36%(修正前61.54%)
◆出席24名　◆免除者出席5名　◆欠席20名

11/5　第1  卓話　11/12 第 2 長崎みなと RC との合同例会
11/26　第3 卓話　　　11/19　休会

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 10 月 15 日
第 1644 回例会　No12

◆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 10/1 ～ 108 円
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10 ■点鐘

■四つのテスト唱和

■ロータリーソング 「手に手つないで」

■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

■卓話　伊藤雅男さん　長崎バイオパーク

■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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≪ 11 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　山田吉盛さん

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

■

ご来訪ロータリアンのご紹介

　長崎南RC　　東　晋さん

長崎中央RC　森崎良昌さん

　皆さん、こんにちは。台風１９

号が東日本を中心に、３６都道

府県に甚大な被害をもたらしま

したが、被災者のみなさんにお

見舞い申し上げたいと思います。

今日は、ここ１週間について、

お話ししたいと思います。

　まず、先週の例会の夜は、藤

沢南ロータリークラブの方８名

と、長崎の旅行を兼て懇親会を行いましたが、私ども

クラブからも多くのメンバーが参加されて、たいへん

盛り上がりました。藤沢南の方は、長崎に着くなり五

島観光をされ、とんぼ返りで長崎に戻られ、大波止の

桟橋に島崎さんと日高さんが御迎えに行って、会場の

サンプリエールまでご案内しました。懇親会では、牧

さんからの美味しいお酒の差し入れがあり、検番３名

にお手伝いをお願いして、藤沢南のメンバーの方をお

もしろおかしく「おもてなし」してもらい、長崎民謡

“ぶらぶら節”などを踊ってもらい、長崎の短い夜を

楽しんで頂きました。翌朝が”くんち”見物があると

のことで、一次会で終了しました。来年は、藤沢南RC

の創立４０周年事業が令和２年１１月に予定されて

いるそうで、詳しい日程が決まり次第長崎にご案内

に来られるそうですので、多くの皆さんで出席しま

しょう。翌日の１０月９日はくんちの後日で、街中

は最後の庭先まわりで、あちらこちらでシャギリの

音が聞こえ、テレビでは「“台風１９号”が来るぞ来

るぞ！！」。一方ではラグビーワールドカップの中継、

プロ野球クライマックスの中継が淡々と放送されて、

なんとなく不思議な感じがしました。１０月１０日

になると、台風１９号の襲来に備えて１２日土曜日

のラグビー、プロ野球の延期が決定しました。しかし

ながら１３日日曜日になると、台風１９号の被害が、

マスコミ等盛んに流れていましたが、特に、にわか

ラグビーフアンの私は、夕方は巨人対ベイスターズ、

ソフトバンク対西武ライオンズをテレビ観戦して、

夜は日本対スコットランドのテレビ放送に釘付けに

なり、９号台風の被害者の方に申し訳なかったと思

います。蛇足ながら私は、台風の予報を聞きながら、

常づね「台風の目」を攻撃といいますか、消滅させ

る研究をしてほしいと思っています。甚大な被害を

もたらす台風を、さかんに『今までに経験が無い強

烈な台風』と予報だけ流して、注意や避難を呼びか

けしても、その地域の人は具体的にどのような準備

をしていいか理解できませんし、今回の台風のよう

に近くの河川との戦いであればなお更自分たちでは

どうしようもないので、「台

風の目」を消滅させる科学

的な薬品？を積んだロケッ

トか何かを発射させて、「台

風の目」を消滅させる方法

が確立されて、安心して

日々の生活ができることを

希望する今日この頃です。
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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 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
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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

Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

委員会報告 深堀俊一青少年P担当理事

米山奨学生出前卓話
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。 今月は世界

でも色々あり、日本でも台風やラ

グビーの試合などがあってます。

私は、中国にいる時にはラグビー

の試合は見たことないです。日本

のテレビで初めて見たのでルール

は全く分かりません。 私にとって

大事なニュースは、ノーベル賞の生理学・医学賞が発表

されたことです。賞の内容は、「低酸素状態における細

胞の応答」 です。 癌の治療法で皆さんが知っているの

は、 免疫療法だと思います。 免疫療法は癌を殺す感じ

ですが、低酸素誘導性因子（hypoxia-inducible factor：

HIF） は、 癌を栄養不足にして無くすメカニズムです。

私が今やっている研究は癌には関係ないですが、博士

になるとそのまま研究者になると思うので、 博士の時

は癌の研究についての研究室に行きます。 今月頑張っ

て向こうの教授と話したいと思います。

幹事報告　嶽本幸次

■理事会報告　　　

①九州北部豪雨災害への支援の件　※九州北部豪雨の

　寄付はテーブルの上のニコ box にお願いします。

②2021-22 年度ガバナー支援金の件　2,000 円×会員数

③第 9・10 グループ親睦ゴルフ大会実行委員会発足の件

　2020 年 5 月 10 日(日)長崎国際 GC　日髙実行委員長

■藤沢南 RC 歓迎会報告　藤沢南RC8 名　西 RC21 名出席

■日本のロータリー 100 周年記念ピンバッチ並びに米山

　豆辞典をメールボックスに配付

■来週10/22 の例会は、祝日休会になります。私が29日

　の例会が出張の為休みますので、野崎さんに代理をし

　ていただきます。(事務局は18 日がお休みとなります)

誕生祝い

今週のお祝い

結婚祝い

秋山富也さん
水本由幸さん

水本由幸さん

コラック、 アルペレン、 ムスタファさん
　　トルコ//長崎中央RC

10/12(土)東彼杵会館において、

インターアクト前期指導者研修会が

開催され、嶽本幹事と2名で参加

して参りました。インターアクト年

次大会で長崎女子商業も取り上

げた「海洋ゴミとプラスチック」を

中心のテーマに、 講師に矢野ひろみさんをお迎えし、 3グ

ループに分かれディスカッションをいたしました。

■森崎良昌さん(長崎中央 RC)　本日のコラック、アル

　ペレン、ムスタファ君の卓話、よろしくお願いいたします。

■深堀俊一さん　日本ラグビー代表チームワールド　

　カップベスト 8 進出おめでとうございます。更なる

　上を目指して。

■石山俊介さん　ラグビー日本代表のワールドカップ

　予選プール全勝史上初のベスト 8 進出のお祝いと、

　準々決勝の南アフリカ戦の勝利を信じて!

■水本由幸さん　誕生日、結婚記念日自祝です。

「イスタンブールに
　　　　　　関する話」

藤沢南RC(友好クラブ)歓迎会

10/8(火)友好クラブである
藤沢南RCメンバーが来崎され
歓迎会をサンプリエールにおい
て開催した。長崎検番の唄や
踊りでおもてなしをした。

ニコニコ目標1,200,000 円 10/15　16,000 円　累計326,700 円


