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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〕　　　 10/8　3,000円 今期累計77,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 10/8　4,000円  今期累計 101,000円

◆会員数44名　◆ 10/8　例会出席率　56.41%
◆9/24例会修正出席率　74.36%(修正前61.54%)
◆出席22名　◆免除者出席9名　◆欠席22名

10/1　 第1  観月例会　10/8　第2　卓話
10/15　第3 卓話　　　10/29　第 4　卓話　

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 10 月 8 日
第 1643 回例会　No11

◆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 「それでこそロータリー」

■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

■米山出前卓話　アルペインさん(トルコ)

■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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≪ 10 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　山田孝二さん

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

皆さん、こんにちは。昨日から

おくんちが始まり、長崎の

“じげもん”の私はうきうき

しています。今朝も7 時から

八坂神社で、魚の町の“川船”

と篭町の“じゃおどり”の奉

納をみて、仕事に付きました。

　さて、10月24日が国際ロー

タリーが決めた世界ポリオ

デーと言うことで、「ポリオ」について今日はお話をし

たいと思います。「ポリオ」は日本語では、急性灰白髄

炎、所謂『小児麻痺』の別称です。中枢神経系が侵さ

れることによっておき、小児の運動麻痺がおこる病気

です。「ポリオ」は、1988 年（昭和63年）には世界125

カ国において、年間 35 万例が発症しました。ＲＩは、

1979 年 9 月にフィリピンに於いて、ワクチンを提供す

るための資金援助の約束をしています。このことが今の

「ポリオ撲滅」運動の始まりです。この 1979 年は、国

連の『国際児童年』となっており、一方ＲＩは、丁度

「保健、飢餓追放および人間性尊重補助金（３－Ｈ）プ

ログラム」を制定したばかりで、この国連の『国際児

■

ご来訪ロータリアンのご紹介

　対馬RC　　阿比留人美さん

長崎北RC　東　直美さん

童年』に合わせて当時のＲＩパストガバナー(フィリ

ピンの方)が、フィリピンでＲＩあてに「ポリオ」の

ワクチン事業を行うようにお願いの手紙を書いて、

（３－Ｈ）プログラムによる最初の大規模の免疫接種

活動をするのに適切であると認められました。

そして、1979 年の 9 月に、生後 3 か月から生後 36 か

月の幼児約 100 人にワクチンが投与されました。

ＲＩは、2007 年の規定審議会で、「ポリオ」の撲滅を

ＲＩの最優先の目標とすることが承認確認され、

2016 年の規定審議会で「ポリオ」撲滅は、ＲＩの最

高の目標であることが承認支持されました。現在、

「ポリオ」の常在国は、パキスタン、アフガニスタン、

ナイジェリア、の３ヵ国です。以上、「ポリオ」のお

話しですが、私も含めて長崎西ロータリークラブの

メンバー方に、10 月 24 日の世界ポリオデーに少しで

も関心を持っていただければとお

もいます。私個人としては、まだ

まだ新しい感染症で苦しんでる、

多くの人や子供がいるのに、徹底

的に「ポリオ」を叩き潰す考えで

ＲＩが叫んでいると、受け止めて

います。どうですかね？

■本日の藤沢南 RC の歓迎会は、19 時～サンプリエール

幹事報告　嶽本幸次

今週のお祝い

結婚祝い

北口功幸さん 馬場政徳さん
山田恭裕さん　田中克憲さん
吉田良尚さん
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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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委員会報告 平山寿則米山カウンセラー

10/6(日)米山の集いに米山奨学生

のトンさんと参加してきました。

残念なことに来週当クラブに出前

卓話に来られるトルコのアルペイン

さんが、国内で就職が内定したよ

うで、その内定式に行かれて今回

の集いには欠席されてました。前回は兵役ということで会え

なかったのですが、来週の出前卓話は大丈夫だと思います。

集いのメインは出前卓話の件で、卓話の中でロータリアンにア

ピールして、米山奨学特別寄付に結び付くようにという内容

でした。税理士として皆様に情報をお伝えします。米山記念

奨学財団は公益財団ですので、個人で寄付をされると寄付金

控除を選ぶことも出来ますし、税額補助で所得税から差し引

くことも出来ます。それはそれぞれの所得の金額によってど

ちらかを選んでいただければと思います。サラリーマンの方も

確定申告をすることによって税金の還付があります。 トンさ

んは、修士の論文の見通しは立ったが、もう少し上のレベル

の論文を書いて学会発表みたいなことをやりたいが、その最

後の詰めのデータがとれないと話してました。一生懸命勉強

しているようです。

ニコニコ目標1,200,000 円 10/8　21,000 円　累計310,700 円

■吉田良尚さん　10/12 結婚記念日です。仕事柄入籍

  の日(10/14)を結婚記念日と思っていて、何度も妻

  から叱られたことを思い出します。きれいなお花

  が届くのを楽しみにしています。

■馬場政徳さん　結婚記念日自祝。

■北口由幸さん　① 10/7 結婚して丸 24 年。山田吉盛

 さん心配でしょうが、ラブラブです。

 ② 23 年前の 10/7、亀山電機創業しました。山田吉盛

 さん心配ないでしょうが、ヤマッ

 クスのホームページ下さい。

■山田孝二さん　先日の観月例会、

  家内がお世話になりました。

■野崎地平さん　ニコニコの為に!

卓話

9/1午後、ガバナーエレクト研修セミナー（GETS）に

先立ち 「Pre-GETS」 が都内で開催されました。

元グローバル補助金奨学生の岩村華子さん、元ロー

タリー平和フェローの岸谷美穂さんにつづき、米山学

友代表として第3代よねやま親善大使の李英愛さん

（2002-05/札幌幌南ＲＣ）が登壇。米山奨学生時代、

カウンセラーだけでなくその配偶者の存在も大きな助

けとなったエピソードを交えながら、米山学友会の活

動、日韓のロータリークラブへ学友として協力してい

る活動を紹介し、最後に「Eクラブに入りたいと思っ

ている」 と宣言して拍手喝采を受けました。

Pre-GETSは今年度初めて開催され、直前ガバナー

やそのパートナー、学友たちの体験談を聞くことで、

ロータリーが展開するプロジェクトの全体像をガバ

ナーエレクトとパートナーに把握していただこうとい

うものです。

ハ イ ラ イ ト よ ね や ま２３４号

Pre-GETSでよねやま親善大使がスピーチ

10月は米山月間です。
最新の米山月間用資料を全ロータ
リークラブへお届けします。

長崎税務署
法人課税第1部門
統括国税調査官

田中裕史さん

「消費税軽減税率制度について」


