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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〕　　 　4/7　10,000円 今期累計209,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 4/7　10,000円 今期累計236,000円

◆会員数43名　◆ 4/7　例会出席率65.79%
◆3/4例会修正出席率82.05%(修正前78.05%)
◆出席25名　◆免除者出席8名　◆欠席18名

5/12　第1　 卓話　　　 5/19　第2　卓話　
5/26　第 3　フォーラム　 5/5　祝日休会

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和 2 年 4 月 7 日
第 1660 回例会　No28

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会2 名 ・ 退会2 名 ・ 現在43 名　　◆ロータリーレート 1/1 ～ 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
■卓話
■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

四

つ

の

テ

ス

ト

≪ 5 月の例会スケジュール≫

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

四つのテスト　日高豊久さん

皆さんこんにちは。３月３日

の全員出席例会以来、久しぶ

りの例会ですが、お変わりご

ざいませんでしょうか？今、

日本中が、「新型コロナウイル

ス感染症」で、話題が騒然とし

ています。長崎県でも昨日の

時点で１２名の感染者が出て

いますが、感染経路がわかっていますし、長崎市内に

まだ感染者が出ていないのが幸いです。しかしなが

ら、本日の例会も開催するか否か、理事会に諮り開催

したわけですが、他のクラブは休会中のところもある

とのことです。また、今日は、古里さんにお願いしま

して、特別な間隔配置を取らせていただき、メンバー

の方があまり「密接」しないように配慮しています。本

日の夕方に、近県の福岡など 7 都道府県に発令される、

「緊急事態宣言」のなかで、通常通り例会を開いていい

のか悩むところですが、皆さんいかがでしょうか？今

日終了後の理事会で検討したいと思います。さて、今

日は竹中工務店の中村さんが鹿児島へ転勤されため、

ご挨拶におみえですし、留学生のトン・インさんも最

後のご挨拶にこられていますので、後ほどお願いしたい

と思います。また、今日は新会員の須齋さんに、自己

紹介を兼ねて卓話をお願いしていますので、須齋先生

よろしくお願いします。いずれにしましても、ここ

数ヶ月間、「密閉」、「密集」、「密接」しない事、この

皆さん、こんにちは。ご紹介していただきました中村です。

6年間、うちの配属としては長い期間皆様には大変お世話に

なりました。スポンサーの許斐会長、日高さん、諸先輩方、

若手の皆さま、途中出席率が限定的だったにも係わらず、い

つも温かく接していただき、本当にありがとうございました。

ゼネコンの拠店の長という者は、一面非常に孤独な面もあり

まして、そういう時にこういう会とか、夜の場とか個人的な時

間をいただいて、温かく接していただいた事は、本当に心の

支えになっておりました。いつも通り明るく話そうと決めて

ましたが、皆様のお顔を目の前にすると、6年間の想いが込

み上げて暗くなりました。鹿児島といえども九州の中ですの

で、機会があればお引き回しいただければと思います。また、

5月の下旬に後任の“志賀”が入会をさせていただきます。

非常に誠実でいい性格の男ですので、引き続きご愛顧いただ

ければと思います。この場をお借りしまして事務局の中田さ

んには非常にお世話になり、併せて御礼申し上げます。

簡単ではございますが、皆様ありがとうございました。

“三蜜”と、不要、不急、特に夜間の外出を控えて、こ

の難局を全員で一緒に乗り越えるようにがんばりま

しょう。最後に、私事で申し訳ございませんが、先日

の私の母の葬儀に際しましては、西ロータリークラブ

より多くの方にご参列いただき、また、クラブよりお

花、御香典を頂きありがとうございました。

中村一成さん退会のご挨拶
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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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第41回RYLAのご案

内

須齋正幸会員会員卓話

米山奨学生修了のご挨拶 トン・インさん
皆さん、こんにちは。お久しぶりです。

今日は最後の例会になります。一年間

ありがとうございました。自分にとっ

てロータリーは何だと考えると、去年

の4月最初の例会の時は、皆さんお金持

ちで、自分は貧乏の学生だと思いましたけど、一年後はお

金も大事だけど、もっと大事なのは自分が生活している環

境と違ういろんな方と出会えて、経験していない生活が出

来た事だと思いました。留学した時は博士をとろうという

気持ちしかなかったですが、ロータリーの皆さんと接して、

自分も社会的な貢献が出来る人になりたいと思いました。

将来は教授になりたいですが、今の目標はノーベル賞を取

りたいです。これもロータリーの皆さんとこの一年間接し

たからかなと思います。一年間本当に早くて、自分の研究

で忙しくて例会にも15回位しか出来ませんでした。一年間

ありがとうございました。

【平山カウンセラーに感謝状】

一年間米山のカウンセラーを

務めさせていただき、色々ご

協力ありがとうございました。

トンさんは非常に優秀な学生

だったので、思ってたよりは

苦労はしませんでした。彼女も夢を持って4月から博士課程

に進まれます。楽しく過ごすことが出来ました。米山奨学

生の交流に参加して、米山奨学金がどのように使われてい

るかよく分かりました。皆さんも米山奨学寄付へのご協力

をよろしくお願いいたします。

【4 月からの米山カウンセラー
　　　　　北口会員に委嘱状】

チョウ　カイウさん(男)

中国 / 河南省

長崎大学環境科専攻

「(株)出島リサーチ＆
　　コンサルツのご紹介」
「危機管理における
　　　　組織的な課題」

幹事報告　嶽本幸次
①例会休会並びに変更のお知らせ　

　長崎南RC・長崎北東RC　4/15.22(水)

　長崎みなとRC　4/7.14.21.28.5/12(火)

　長崎中央RC　4/13.20.27(月)

　長崎出島RC　4/3.10.17.24.5/1(金)

　長崎東RC　4/3.10.17(金)　長崎北RC　4/6.13(月)　

　長崎RC　 4/9.16.23.30(木)定款第7条第1節により休会

②理事会報告　■会員退会の件　中村一成さん3月末付　

■クラブ予算の件■コロナウイルス感染拡大による例会休会の件

■事務局移転の件■2019年の規定審議会で決まったメークアップ

　に関する新たな規定に関しての対応

③5/24RYLA中止の報告

ニコニコ目標1,200,000 円　4/7　38,000 円　累計667078 円

■許斐義彦さん　母の葬儀には、多くの方に参列していただき

　ありがとうございました。

■中村一成さん　6年間、本当に本当にお世話になりました!

　志賀を宜しくお願い申し上げます。

■島田靖彦さん　3月23日は、54回目の結婚記念日でした。

■江上徹也さん　78回目の誕生日は、ホテルニュー長崎にエール

　を送るために、家族で会食しました。古里さんには、お世話

　になりました。大規模集会は無理な昨今ですが、家族単位

　程度はよろしいのでは。

■安永勝信さん　ニコニコの為に。

■深堀俊一さん　コロナウイルス拡散の収束を望みます。

■水本由幸さん　皆さん、イチコロで逝かないように注意しま

　しょう。

■野崎地平さん　皆さん、今日も元気でお会いできて良かった

　です。中村さん、遊びに来て下さいね。ニコニコのために。

■山田孝二さん　コロナに負けるな。

結婚祝い 誕生祝い

入会祝い今週のお祝い

島田靖彦さん
石野和生さん
柳龍一郎さん

江上徹也さん
秋山富也さん
山田吉盛さん
川口輝彦さん

三宅敏彦さん 江上徹也さん
牧 文春さん 吉田良尚さん
川瀬隆史さん 杠葉輝明さん
秋山富也さん　山崎雅之さん


