
皆様、こんにちは。  

７月から山田前会長より  

バトンを受け取り会長に  

なりました嶽本です。　  

皆様１年間、温かく見守  

って戴ければと思います。  

どうぞ宜しくお願いします。  

先ずは、先日の賀寿会お疲れ様でした。また賀寿

を迎えられた皆様におかれましては、本当におめ

でとうございました。そして６月まで１年間にわたり

会長、幹事を務めて戴きました山田前会長、野崎

前幹事並びに江上前ガバナー補佐におかれまし

ては、大変お疲れ様でした。コロナ過の中での舵

取りはご苦労の連続だったかと思いますが、無事

に航海を終えられてホッとしされているのではない

でしょうか？本当にお疲れ様でした。自分も早く１

年が過ぎてホッとしたい気持ちでいっぱいです。さ

て今年度の方針につきましては、食事の後にゆっく

りとお話ししますので、宜しくお願いします。そして

会長挨拶ですが、テーマは特段決めておりませ

ん。ロータリーのことや、自分の仕事やプライベート

の話や時事ネタ、また今年はオリンピックが有るの

で、何か蘊蓄でも無いかググろうかなと思っていま

す。本当のことを言うと、自他ともに喋りが下手と認

める私にとって、会長を引き受けた時から会長挨拶

のことは憂鬱でした。会長挨拶は無しにしようかと

密かに考えていたくらいです。若しくはゴーストライ

ターを誰かに頼んで、口パクで乗り切ろうかとも

思ったのですが、折角の機会なので頭を捻りなが

ら考えてみます。支離滅裂なことやカミカミで話す

ことが多くなると思いますし、話の内容もつまらない

ことが多いと思いますが、どうぞどうぞ温かい心で

見守ってください。この１年間が自分にとって良い１

年に出来るよう、そして全ての会員の皆様にとって

も良い１年になるように頑張ります。  

◆会員数 37名 　◆7/6例会出席 24 名　◆免除者出席 8 名　◆欠席 16 名　◆出席率 　12/15　64.86%　 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長崎西ロータリークラブ　2021年7月6日　第1692例会　№1

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

四つのテスト　現行はこれに照らしてから　1.真実かどうか　2.みんなに公平か　3.好意と友情を深めるか　4.みんなのためになるかどうか

◆司会 　古里安幸　　　　◆四つのテスト　山田幸次　　　◆ご来訪ロータリアン

◆会長挨拶　嶽本幸次会長 ◆幹事報告　柳　龍一郎幹事

◆新会員のご紹介　

◆結婚・誕生・入会祝い　7/1～7/10

①ロータリーレートの変更　7/1～１ドル１１１円  

②例会変更のお知らせ　長崎北RC　7/26(月)  

→7/30(金)納涼例会の為18時30分～グラバーヒル  

久田松春樹さん　 (くだまつはるき) 

長崎文化放送㈱　 メディアビジネス局長  

配属　親睦活動委員会 

　　　【結婚祝】　7/5　   　　　中西祥之さん 

　　　【入会祝】　20年(7/3)　　水本由幸さん  

　　　　　  　　　　5年(7/5)    　古里安幸さん 

                   　 3年(7/3)    　柳龍一郎さん 

                    　2年(7/2)    　尾本久男さん 



　ニコニコ箱　　　　　目標　1,200,000円 7/6　　　56,000円　　　累計　　56,000円

　ロータリー財団寄付　目標１人150ドル/年間 7/6　　　10,000円　　　累計　　10,000円

　米山記念奨学寄付　　目標１人16,000円/年間 7/6　　　10,000円　　　累計　　10,000円

◆会長　嶽本幸次　幹事　柳　龍一郎　◆創立：昭和 59 年 10 月 2 日 ◆事務局住所：長崎市東古川町 4 - 16 フジビル 202
◆事務局連絡先: Tel:095-828-1091　 Fax:095-824-5520　◆e-mail:nwrc2740@ngs2.cncm.ne.jp
◆例会：【火】午後１２時３０分　◆例会場:ホテルニュー長崎 　Tel:095-826 -8000　　
◆作成:公共イメージ Pプロジェクト委員会/クラブ会報委員会  ◆委員長:北口功幸　◆編集:事務局　中田久美子

◆ニコニコ箱　

◆クラブアッセンブリー　

Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

この度、幹事を仰せつかりました。　一年間宜しく

お願い致します。「嶽本会長と二人三脚で」、と

言ってはおこがましいかもしれません。それでも会

長の意をよく汲みながら、目指す西ロータリークラ

ブ像を追い求めて行きたいと思います。時には会

長より一歩、半歩前にでる事も必要であろうと考え

ます。本年度を迎えるに当たり、過去の活動計画

書・報告書を拝読いたしました。その中でいつの

時代も「楽しく」「仲良く」の言葉が掲げられていま

す。又先輩方からも同じ言葉を頂きます。幹事とし

て、常にこの言葉を忘れる事なく取組みたいと思

います。事務局とのパイプ役としても、その務めは

重要と考えます。事務局はいわば西ロータリークラ

ブの歴史、知識の集約の場でもあり、また、西ロー

タリークラブの玄関といっても過言ではないと思い

ます。中田さんと密着した連携を図ります。  

最後に、コロナ禍において難しい運営の中、財政

等新しい取組を果たしバトンを手渡して下さった昨

年度会長始め理事・委員長の皆様に御礼申し上

げ、幹事の挨拶と致します。  

　　2021-22年度理事役員ご挨拶  
幹事並びに会長エレクト並びに  

クラブ管理運営ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当理事　柳龍一郎  

直前会長　 山田吉盛　　副会長　 馬場政徳  

会　    計　  平山寿則　  　SAA    古里安幸  

会員増強プロジェクト担当理事　       山田孝二  

公共イメージプロジェクト担当理事　   北口功幸  

奉仕プロジェクト担当理事 　            尾本久男  

国際奉仕プロジェクト担当理事　       吉田良尚  

青少年奉仕プロジェクト担当理事　    田中豊俊  

◆2021-22年度幹事挨拶　柳　龍一郎　

◆火曜会開催　

歴代会長幹事経験者並びに予定者をメンバーとす

る「火曜会」が、7/6(火)サンプリエールにおいて開

催された。今回は直前会長・幹事、ガバナー補佐

の慰労と、今年度会長・幹事の激励会並びに賀寿

者のお祝いの会となった。  

◆嶽本幸次さん　①一年の無事を祈念して。②山田前会  

   長、野崎前幹事、江上前ガバナー補佐、お疲れ様でした。   

   ③久田松さん、入会おめでとうございます。 

◆柳龍一郎さん　新年度が始まりました。よろしく お願いい 

   たします。久田松さん、入会おめでとうございます。 

   共に頑張りましょう。 

◆久田松春樹さん　皆様、初めまして!  久田松です。 

　よろしくお願いいたします。 

◆三宅敏彦さん　嶽本、柳丸の出港コロナの波高し 安全を 

  祈念します。※大谷誕生日おめでとう(27歳)今日もホーム 

  ラン待ってるよ・・。 

◆江上徹也さん　嶽本、柳丸の出港を祝って。コロナの嵐は 

    まだ断続的に続くでしょうから、少し控えめ目に帆を張っ 

    て安全航海を祈ります。 

◆吉田良尚さん　嶽本会長、柳幹事、1年間どうぞよろしく 

   お願いいたします。久田松さんの入会を歓迎します。 

◆古里安幸さん　①嶽本会長、柳幹事よろしくお願いします。 

   ②久田松新会員を祝し。 

◆尾本久男さん　入会祝い、ありがとうございます。 

◆島田靖彦さん　    ◆馬場政徳さん　    ◆安永勝信さん 

◆劉　済昌さん　    ◆許斐義彦さん     　◆水本由幸さん 

◆山田吉盛さん　   ◆野崎地平さん　     ◆秋山富也さん 

　嶽本会長、柳幹事、理事役員の皆様の門出を祝し。 

　1年間よろしくお願いいたします。 



2021-2022年度所信表明並びに運営方針　会長　嶽本幸次

私は、平成２５年１月に長崎西ロータリークラブへ

入会させて頂きました。その当時の会長でした日

高さんからお誘いがありまして、１度は丁寧にお断

りしたのですが、営 業マンの話 術に嵌り、こうして

無事に８年目を迎えております。父親が以前、西ク

ラブにお世話になっておりましたが、自分は朝から

晩まで年中無休にて馬車馬のように働いておりま

したので、ロータリーのことはほとんど知りませんで

した。それに 私 は、ＪＣやＹＥＧなどロータリーの 登

竜門といえる若手組織にも入ったことが無く、いき

なりロータリーという社交場に入ったことや、当時ク

ラブ最年少ということもあり、本当に緊張したことを

覚えています。とりあえず習うより慣れろの精神で

例会や事業活動には積極的に参加だけはしようと

心がけていました。参加していくとロータリーのこと

が徐々にですが分かってきたと同時に、優しい先

輩方のお陰で、楽しいロータリーライフを過ごせま

した。また当時は、経営者としての経験がほぼあり

ませんでしたので、他の様々な経営者と交流を持

てる事が嬉しかったことも覚えています。  

さて、みなさんは「ロータリーって何？」と聞かれた

ことは有りませんか？その時に皆さんは何とお答

えしていますか？以前、自分は聞かれたときに自

信を持って答えることが出来ませんでした。そこで

会長になる前に少し勉強してみることにしました。

１９７６年のＲＩ理事会でロータリーは人道的奉仕を

行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を

守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の

確立に寄与することを目指した事業及び専門職務

に携わる指導者が世界的に結び合った団体であ

る。となったみたいです。これから少しずつ言葉は

変化していますが、なかなか難解な文章です。ま

た、 現 在 のＭＹロータリーのＨＰにロータリーの 目

的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨

励し これを育むことにあります。具体的には、次の

各項を奨励することにあります。  

第１　 知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること。　 第２　 職業上の高い倫理基準を保ち、

役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高

潔なものにすること。　 第３　 ロータリアン一人一人

が、個人として、また 事業および社会生活におい

て、日々、奉仕の理念を実践すること。第４　 奉仕

の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

を通じて、国際理解、親善､平和を推進すること

と有ります。少し分かりやすくなっています。この

中で奉仕という言葉がたくさんあります。奉仕に

ついて具体的にどのような活動することなのかを

考えてみました。ウィキペディアでは 報酬を求め

ず、また他の見返りを要求するでもなく、無私の

労働を行うこと。と書いてありました。職業奉仕、

社会奉仕、奉仕の理想、慈善奉仕活動、と色々

ありますが、ロータリーでは五大奉仕という5つの

奉仕部門を通じて地域社会や海外での奉仕に

力を注いでいます。そこで最初に言った「ロータ

リーって 何 ？」を「ロータリーって 凄 いね！」と 言

われる 組 織 にならないかなと 考 えています。

「ロータリーに入っている」と言ったときに「ロータ

リーって凄いよね。いろんな良い活動をやってい

るよね。」と大 勢の人から言われるように、ロータ

リーの評価が高く広まることを願います。実際に

一般の人達にとってロータリーの評価は、さほど

高くないように感じます。良い活動をしていても、

それが世間の皆さんの目にとまったり評価して貰

うことがあまりありません。自分はもっとロータリー

の評価をあげて、活動を知って貰いたいと思っ

ています。しかし、これは直ぐに出来ることではあ

りません。日本にロータリーが出来て100年になり

ますが、地 道に活 動していくしか無いと思いま

す。地区や地域がもっと活動をアピールすれば

知名度も上がると思うのですが、個人でも出来る

ことが有ります。日頃からロータリーのバッジを付

けるだけでも 小 さいですがアピールになります。

以 前、地 区のセミナーで、あるロータリアンが話

しておりましたが、「飛行機に乗っていた時に自

分のバッジに気づいた女性が“ロータリーの方で

すか？前に交換留学生をしており、ロータリーに

は大 変お世 話になりました”」と言われたことが

有 って、それからいつもバッジを 付 けています。

と仰っておりました。ちょっとした行 動がイメージ

アップに繋がります。また、個人や会社のＳＮＳを

使って世間に活動を知って貰うことも出来ます。

自分が出来ることを少しずつ行う、いわゆる草の

根運動を実施することで、西ロータリークラブの

評価が上がると信じています。皆さんもご協力の

程宜しくお願いします。そこで次に今年度の運

営方針をお話します。2021-2022年の国際ロー

タリーのテーマは「奉仕しよう　みんなの  



人生を豊かにするために」となっています。そして地

区の運営方針は、「新しい時代のロータリーを共に

考え行動しよう」と呼びかけています。自分の考える

運営方針は、「魅力あるクラブづくり」です。今までの

クラブ運営や活動を見直し良いところは伸ばし、悪

いところは見直すことを考えて、より良い魅力的なク

ラブにしていきたいです。ただ残念ながら前々年度

からコロナの影響で、例会の開催が出来なかったり

事業活動が中止になったりと、ロータリー活動が制

約されてしましました。今年度もコロナが、どれほど

影響してくるかは全くわかりません。実際に今年度も

７月に開催予定だった地区のインターアクト年次大

会は中止が決定しております。また、次年度の地区

補助金事業として、児童を対象に募集し体育館など

で避難所体験をして貰おうと考えていました。　　避

難所という非日常的な体験をすることにより、いざ災

害などが発生して初めて体験するよりも、事前に体

験をしておいた方が本番のときに落ち着いて行動

が出来るのではないかと考えたからです。しかしな

がら、コロナの影響で事業が出来なかったことを鑑

みて、残念ながらとりやめとなりました。そこで急遽

ひとり親家庭福祉会ながさきのこども食堂に、精米

機１台と冷凍ストッカー１台を寄贈することを地区に

申請して受理して戴いております。  

次に活動方針です。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①事業活動の充実　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

・いまの事業活動を見直して充実を図り魅力ある　 　　

クラブにする。  

・新しい事業活動を考える。　 　　　　　　　　　　　　  

・メディアを活用して事業活動を多くの方に知って　 　

もらう。　 

②経費削減・ニコニコを充実させ健全なクラブ運営　 　

に努める 

・昨年度の決算を基にして本年度予算を作成す　 　　

る。経費削減に努め必要な事業には充分な資　 　　

金を使えるようにする。  

・ニコニコは貴重な財源であるので、会員に周知と　 　

お願いをして少しでも多くのニコニコを募る。  

・事業を行うには十分な資金が有りますので、長　 　　

崎西クラブで奉仕活動をおこないましょう。  

③会員間の親睦を深める。  

・会員間の親睦が深まるような例会やイベントを考　 　

える。そして魅力あるクラブづくりの先には会員　 　　

増強につながると強く信じています。  

次に、例会の回数は前年度と同じく月に３回を基本

といたします。古里さん、そしてホテルニュー長崎ス

タッフの皆様、どうぞ宜しくお願いします。  

そしてコロナによる例会の中止は、基本的に長崎

市がステージ４以上になった場合に理事会に諮り

たいと思います。同様に、夜の例会はステージ３以

上で理事会に諮りたいと思います。何卒、ご理解賜

りますように、宜しくお願いします。また前年度開催

しておりました夜例会を、今回は一休みしまして西

会を復活いたします。西会は、元々新入会員の教

育・勉強の場として設けられています。特に入会３

年未満の方の参加を強く望んでおります。どうぞ宜

しくお願いいたします。当然ながら観月、忘年、新

年、観桜、賀寿例会も例年通り開催する予定です。

親睦活動委員会の皆様、どうぞ宜しくお願いしま

す。次に委員会毎の活動計画についてですが、６

月に行った理事打ち合わせ会で、十分に協議打ち

合わせをしております。ここで話すと長くなりますの

で各理事にお願いし、詳細は活動計画書に記載し

ておりますので、ご参照のほど宜しくお願いします。

続きまして寄付目標です。  

・ロータリー財団は年間１人あたり150＄とします。  

・米山奨学生は年間1人あたり16,000円とします。国

際奉仕プロジェクトの皆様、どうぞ宜しくお願いしま

す。・ニコニコは１年間で1,200,000円とします。一人

３万円以上ということになりますので、皆さん宜しく

お願いします。ちなみに、寄付目標金額は前年度

と同じです。目標に向けて定期的に寄付のお願い

を例会の中で実施したいと思います。また親睦活

動委員会もどうぞ宜しくお願いします。　　　　　　先

日、北口カウンセラーが委員会報告をされていまし

たが、クラブ毎の寄付金額が発表されるかもしれま

せんので、宜しくお願いします。次に会員増強目標

として、純増３名を目指します。会員増強委員会か

ら入会候補者の一元化を図り、会員みんなで共有

できるような仕組みにしたいとの提案がありました。

少しでも入会される可能性がある方を委員長に報

告し、他の会員とも情報を共有することで、これを基

に複数人での勧誘を行い入会率のＵＰになると思

います。会員増強委員会を中心として、クラブ一丸

となって取り組んでいきましょう。  

最後に会員の皆さん、副会長の馬場さん、柳幹事

及び理事の皆さん、そして事務局の中田さん、喋り

も歌もゴルフも下手な自分ですが、１年間どうぞ、ご

協力の程宜しくお願いいたします。  

 

Nagasaki West Rotary Club Weekly Report


