
◆期首会員数　     　36名      ◆入会者　        1名 ◆退会者　0名　 ◆現在　　37名 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長崎西ロータリークラブ　2021年12月14日　第1706例会　No15

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

◆会長挨拶　嶽本幸次会長　　　　　

◆12/14例会出席     25名　  ◆免除者出席 　10名　　 ◆欠   席    11名 ◆出席率 　69.44%　

◆司会　古里安幸SAA委員長　　◆四つのテスト　野崎地平会員　　◆ご来訪ロータリアン　張本民雄ガバナー補佐

◆米山奨学生奨学金支給並びに近況報告 

 丁宇欣(ﾃｲｳｷﾝ)さん

皆様、こんにちは。会長挨拶をさせていただきます。先週

の卓話では、許斐米山記念奨学委員長より地区からの資

料を基にした米山記念奨学委員会の勉強会を行って戴き

ました。とても為になる勉 強 会の内 容だったと思います。  

許斐委員長ありがとうございました。それと急遽バトンタッチ

をお願いした竹内会員より現在、そして今からの旅行のア

ドバイスとしてお得な割引やクーポンの情報を教えていた

だきまして、本当にありがとうございました。ちょうどお話しし

ていた五島のゴルフツアーへ、先週の金曜日から１泊２日

で北口BIGBOSSと愉快な仲間たちで行ってきました。ゴル

フも楽しかったですしジェットホイルに乗る前からビールを

飲んでお昼ともちろん夜も、しこたまお酒を飲めて楽しかっ

たです。なかでもＴ君のドコモや夢彩都での武勇伝を聞き

ながら飲むお酒は格別でした。手配していただいた竹内さ

んどうもありがとうございました。さて今日は半期報告を後で

お話ししますが張本ガバナー補佐がいらっしゃるので、とて

も緊張しています。どうぞお手柔らかにお願いします。ガバ

ナーには良かったことだけ報 告して頂ければ幸いです。     

以上で会長挨拶を終わります。 

◆幹事報告　柳　龍一郎幹事

①ガバナー事務所年末年始休暇の件　　12/29～1/4　　　　

②例会変更　長崎みなとRC　1/11(火)新年例会の為　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　18時30分～稲佐山観光ホテル　　

③理事会報告　【審議事項】2022-23年度会長エレクト・幹事

エレクトの承認並びに理事役員決定の報告 

【協議事項】①事務局年末年始休暇　12/28(火)～1/4(火)　 

②事務局冬季賞与の件　承認し支給 

【報告事項】①会員増強委員会　会員拡大進捗状況確認 

②青少年委員会　今後の委員会計画の件　各児童養護施設

へクリスマスプレゼントとして図書券をお贈りする。　 

その他　　高島に植樹された桜が枯れているとの情報が寄せ

られた。今後対策を検討する。 

りませんでした。今月は、地区大会と交流会に参加しました。今週

の日曜日も、来年の奨学生の面接を手伝います。交流会では学

生たちが自分の国の料理を作りましたが、私は普段から料理が得

意ではないため、50人分の量を作ることにしました。簡単に作れ

る手羽先のコーラ煮を選びました。私は料理があまり得意ではあ

りませんが、他の国の代表的な料理をたくさん食べました。このよ

うな特別な経験ができて嬉しいです。卒業論文を提出する期間が

近いので、最近はほとんどの時間を学校のことに使っています。　　

来年も相変わらぬご高配をいただけますようよろしくお願い申し上

げます。皆様おそろいで輝かしい新年をお迎えください。

◆結婚・誕生・入会祝い　12/12～12/31

　　　【誕生祝】 

12/13　平山寿則さん 

12/17　田中豊俊さん 

12/26　尾本久男さん 

12/26　志賀博光さん 

 

　 

今年も残すところあと少しとなって

まいりました。大変お世話になりあ

りがとうございました。先週は学校

の都合で出席できなくて、申し訳あ

◆委員会報告  　

親睦活動委員会(川口委員長)　忘年例会賞品募集のお願い

国際奉仕(吉田良尚理事)　ロータリー財団・米山寄付の件　

今年の分は今日まで受け付けます。寄付金控除をされる方は

今日中にご入金ください。 



　ニコニコ箱　　　　　目標　1,200,000円 12/14　35,000円(内年賀24千)  累計   463,000円

　ロータリー財団寄付　目標１人150ドル/年間 12/14　　  7,000円　　　 　  累計　　 90,000円

　米山記念奨学寄付　　目標１人16,000円/年間 12/14　  　7,000円　　　      累計　　131,000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
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◆ハイライトよねやま　260号 

◆12月・1月スケジュール

①例会休会のお知らせ 

長崎北RC　11/22(月)定款第７条第１節により休会 

②ロータリーレートの変更　11/1～１ドル114円 

◆ＲＩ第2740 地区第9 グループ　張本民雄 ガバナー補佐ご挨拶

長崎西ＲＣの皆様こんにちは。私、貴クラブ前年度ガバナー

補佐江上徹也さんの後を受けて、今年度第9Ｇガバナー補

佐を拝命致しました、福江ＲＣの張本民雄と申します。本日、

やっと、貴クラブへの念 願のクラブ訪 問が叶いました。どう

ぞ、宜しくお願い致します。始めに、初訪問でございますの

で、自己紹介をさせていただきます。私の職業分類は冠婚

葬祭で、五島市で葬儀社を経営しております。ロータリー歴

は、入会させていただいて20年目に入りました。そして、ロー

タリーで唯一の自慢は、貴クラブにも島田靖彦さんを筆頭に

数名の方がいらっしゃいますが、入会以来100%の出席率を

続けていることです。趣味は、ゴルフ・ボウリング・コミックの収

集・そしてもう一つありますが、これは、公言出来ない趣味な

ので、興 味のある方のみお尋ね頂きたいと思います。しか

し、ボウリングは昨年の9月に五島市のボウリング場が閉店し

てしまい、それからはボールを握っていないので、趣 味とは

いえないかもしれません。ロータリークラブに 入 ったのが、46

歳の時でした。私が二十歳の時、父が45歳で急逝・・・、親父

の年 齢を超せたのをきっかけに、ロータリークラブに入れて

いただきました。しかし、私はその前に2回、ロータリーの会

員選挙で否認されています。1回目は30歳前後、「ＪＣに入っ

ているから」、2回目は40歳前後、「廃業したが元同業者がい

るから」の理 由でした。誘われて、ダメといわれて、本 当に

ショックを受けたのを覚えています。私が今、ロータリアンで

いられるのは、勿論元同業者の方がロータリークラブを退会

されて、再度誘って頂いたからですが、複雑な気持ちで入会

いたしました。しかし、入ってみて本当に良かったと、心から

思っています。その一つが、「Ideal of Service」という考え方

に出会えた事です。ロータリーの目的・・・以前はロータリー 

◆12/14(火)　年次総会 

①会長半期報告　②クラブ細則改正 

③会計半期報告　④次年度会長エレクト・幹事　

エレクトの承認並びに理事役員紹介 

◆12/21(火)忘年例会　 

　サンプリエール　18時30分～　(昼例会無し) 

◆12/28(火)・1/4(火)　休会 

◆1/5(水)事務局開き　12時～東古川町4-16 

◆1/11(火)新年例会　 

　京華園　18時30分～　(昼例会無し) 

◆1/18(火)　クラブフォーラム　 

　　　　　　　　　　　　　　委員長半期報告 

◆1/25(火)　卓話　

■張本民雄ガバナー補佐(福江RC) 

長崎西RCの皆様、本日はお世話になります。 

■嶽本幸次さん　張本ガバナー補佐のご訪問を祝して。 

■柳龍一郎さん　張本ガバナー補佐、ようこそお出で下さい 

ました。本日はよろしくお願いいたします。 

■島田靖彦さん　張本ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたし 

ます。よろしくご指導下さい。 

■江上徹也さん　 第９グループのガバナー補佐張本様の来訪

を歓迎します。昨年度は私が同じ立場でいろいろお世話になり

ました。 

■平山寿則さん　 12/1３に私が71才、娘が15才になりました。

後10年は現役が義務と心得ています。 

■吉田良尚さん　 張本ガバナー補佐、遠い所お疲れ様です。

張本さんの元気をいただきました! 

■尾本久男さん　誕生日。無事５８才を迎えることが出来ます。 

◆ニコニコ箱　

の綱 領といわれていましたが、そこには、「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

育むことにある。」とあります。私が会社名を「張本葬祭サー

ビス」と名付けて、43期目を迎えました。会社名にサービスを

付けて強調したかったのは、「需要と供給、必要性がなけれ

ば商売は成り立たない、お客様から喜ばれる葬儀を提供し

たい」との思いがあったからです。ところが、日 本 語としての

お 客 様 のサービスのイメージは、「おまけ？お 得 ？タダ？」

と、私の考えとは大きくかけ離れていました。又、私も、何時

しか利益を優先するようになっていました。そんな中、ロータ

リークラブで「Service」の真意を学ばせて頂き、自分の思って

いたサービスの解釈が利己的であった事に気づく事が出来

て、本当に良かったと思っています。最後に、ご案内をさせ

ていただきます。第9Ｇ・第10ＧのＩＭが、来年(令和4年)4月2

日(土)に、福江ＲＣがホストクラブとなって、五島市で開催さ

れます。ご案内は年開けての2月となりますが、皆様方の多く

のご参加を宜しくお願い致します。本日は、年次総会ある大

切な例会日にご訪問させていただきまして、誠に有り難うご

ざいました。
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2021-22年度　年次総会

それでは、半期報告をさせていただきます。７月から会長になって半年余りが過ぎました。会長就任当初、ガチガチに緊張し

て所信表明をお話ししたことを今でも覚えています。２年前に幹事をさせて頂きましたけれども、会長となるとプレッシャーが倍

以上に感じました。今は少しだけ慣れて気持ちも、ちょっとだけ楽です。最初の仕事は、就任前の４月に社会奉仕の補助金事

業を考えることが一歩目でした。幹事と尾本社会奉仕委員長で話し合い、最初は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。ただ、内容を詰め

ている時に、コロナ感染者数が増えてきたため、断念せざるを得ませんでした。変わりに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されました。こちらは１０月に、幹事と尾本委

員長そして私の３名でバッチリと納品してきています。また、ひとり親家庭ながさきの山本倫子代表には卓話もお願いして、現

在のひとり親が抱える悩み、そして子供たちの現状を話して貰いました。話を聞いて涙ぐむロータリアンもいた様に思います。

大したことは出来ませんが、今後とも何かお役に立てればと感じた次第です。この時に長崎新聞の記者にもお越しいただい

て、後日新聞に掲載され、ロータリークラブの公共イメージにも繋がったのではないかと思います。次に、時間を戻して７月で

す。船出となった７月６日に、長崎文化放送の久田松会員が入会されました。前任の石山さんと比べると正に「剛と柔」という感

じで、どちらが剛でどちらが柔なのかは皆さんの想像にお任せします。久田松さんこれからも、どうぞ宜しくお願いします。続い

て西会ですが、７月の下旬と１０月に開催され、若手に限らずロータリーの勉強と親睦を図りました。島田さんと北口さんには勉

強会の講話をしていただき、ありがとうございました。西会はあと２回開催される予定ですので、沢山の会員がご参加くださいま

す様お願いします。次に、８月の後半にガバナー補佐訪問、そしてガバナー公式訪問という、会長、幹事、そしてクラブの中

でも１番緊張するイベントが待っていました。ですが、その直前にコロナ感染者が長崎でも急増し、会員からも中止した方が良

いのではないかという声が、聞こえ始めました。私の中では、ガバナーとガバナー補佐に失礼が有ってはならないという気持

ちが強く、何とかガバナー訪問までは強行突破したいという信念をもっておりました。ところが８月１５日のお盆に田中会員から

「スミマセン。コロナに罹かりました。」という電話がありまして、本当にこの時は驚いたのと同時に、ガバナー補佐訪問とガバ

ナー公式訪問を乗り切ろうという強い気持ちが、ポキッと折れたのを鮮明に覚えています。直ぐに幹事及び事務局に連絡を入

れて、当分の例会を中止することを決めました。また、張本ガバナー補佐にも私が連絡して状況を説明したところ、納得してい

ただきました。本当にありがとうございました。幸いながら田中会員とご家族は、日頃の行いのお陰でご覧の通り後遺症も無く、

復活出来たこともご報告しておきます。しかし、ここからはどのくらい休会にするのか分からず、手探り状態で副会長、幹事、事

務局とのＬＩＮＥの応酬だったことを思い出されます。ようやく９月２８日に例会再開という運びになりまして、会員の皆様にもご

迷惑をお掛けしましたことを、お詫び申し上げます。ただ休会中にも毎年恒例のマリア園の毛布クリーニング活動は、三宅会

員を中心にコロナ対策をしっかりとして、少人数でしたが行えたことを嬉しく思います。三宅さん並びに参加していただいた会

員の方々、ありがとうございました。９月２１日には塚崎ガバナー、そして張本ガバナー補佐と岡田幹事をお迎えして、ガバ

ナー公式訪問懇談会が行われました。ガバナー公式訪問、そしてガバナー補佐訪問が出来なかった代わりに行われたので

すが、３０分の予定だったのがガバナーの熱がはいって１時間以上も懇談会が続きました。ガバナーのロータリーに対する熱  

 

◆会長半期報告　  嶽本幸次会長

◆幹事半期報告　  柳龍一郎幹事

◆会計半期報告　  平山寿則会計

◆長崎西RC細則改正

◆2022-23年度会長エレクト

　　　　  並びに幹事エレクトの承認

◆2022-23年度理事役員の紹介

　　　　  並びにご挨拶

　2021-2022年度会長半期報告　会長　嶽本幸次　
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量で火傷しそうになりましたが今後の運営の参考にさせて貰います。また、この時に張本ガバナー補佐から定款、細則が標準

ロータリーと若干違うことも指摘していただきまして、この後の総会にて改正したいと思います。皆さんどうぞ宜しくお願いしま

す。そして、９月２６日にも奉仕デーという初めて行うイベントが有りました。夢彩都から県庁付近の道路や歩道に落ちているゴミ

を拾うことで、その先に有る海洋ゴミを減らす活動を行いました。参加された皆様、ありがとうございました。次に観月例会です

が、当初９月に開催する予定でしたが、こちらもコロナの影響で延期となり、１０月に京華園で行われました。延期の際には、劉

さんと京華園さんに多大なご迷惑をお掛けしたのですが、寛大なロータリアン精神で快く受けていただきまして、誠にありがとう

ございました。来年は観桜例会も有りますので、どうぞ宜しくお願いします。そしてゴルフ同好会ですが、７月と１１月に無事にコ

ンペが開催されました。幹事の北口さんと古里さん、ありがとうございます。あと2回有ると思いますので、引き続き宜しくお願いし

ます。11月には、水本職業奉仕委員長のお手配で、職場訪問例会が出島メッセながさきで行われました。ありがとうございまし

た。そして、長崎みなとＲＣとの合同例会が11月9日に行われたのですが、こちらでも水本会員が奮闘されており、大活躍だった

記憶があります。お疲れ様でした。そして、11月27日には地区大会が盛大に行われました。隈研吾さんの講演もあり、素晴らし

い大会だったと思います。ご参加いただいた会員の皆様、ありがとうございました。というところまでが、西ＲＣの半期活動になり

ます。半期の活動をこうして振り返ってみると、コロナ過では有りましたが、ある程度しっかりとした活動をしてきたと思っていま

す。それと今期は、柳幹事が事前に委員会の引継ぎを行う場を設け、みんなで話し合ったのがとても良かったように感じまし

た。その中で、先輩たちの貴重な体験やお話を聞けて、今期の活動の参考にさせて貰えました。柳幹事、そして先輩方ありがと

うございました。あと、会長所信表明で話しました会員増強についても山田孝二委員長を始めとし、候補者をピックアップして会

員間で共有化し、そして複数人でのアプローチをコロナ過の中でも進めています。種を撒いて収穫するまで、今後とも一致団

結して行っていきたいと思います。そして、クラブの財政も経費削減に努め、必要な事業には充分な資金を使えるようにする事

も、引き続き取り組んでいきたいと思います。ニコニコやロータリー財団、米山への寄付金額も、目標に達するように委員長が定

期的に皆様へのお願いをしています。皆様ご協力のほど、宜しくお願いします。その他の委員会も素晴らしい活躍があり、おか

げさまで円滑な例会が出来ております。今後とも宜しくお願いします。当初から懸念されていましたが、コロナ過のせいでどうし

ても活動が流動的になってしまいます。今はコロナが落ち着いていますが、オミクロンなどの新株の話も有るように、まだまだコ

ロナは完全に落ち着かない様に思います。今後も活動やイベントが控えていますが、状況によっては中止や延期の可能性も否

定できません。現にインターアクトの年次大会も中止になりましたし、青少年やインターアクトクラブへの参加や支援も、あまり出

来ていません。なるべく活動を円滑に行いたいと思っておりますが、コロナも頭に置いて臨機応変に対応することが望まれます

ので、会員の皆様今後ともご協力の程、どうぞ宜しくお願いいたします。以上で半期報告を終わります。 

会長からは7月から現在に措いての報告がなされましたの

で、私からはスタート前の活 動について報 告いたします。　

経験年数の浅いメンバーが委員長職に就く人事計画でも　

ありましたので、理事予定者会議でも引継の重要性が指摘

されておりました。只、コロナの影響で委員会活動が出来て

いない状 況でもあり、事 業の引 継としては経 験のあるメン

バーから 以 前 のお 話 しを 伺 うしかありませんでした。　　　　

先ず、事務局保存の「クラブの現況、活動計画書及び活動

報告書」から各メンバーの年度別の所属委員会表を作成し

ました。前年度例会時に、フォーラム形式にて当時の委員

会活動を伺いました。事業の理解の為にも、今後もこのよう

な取組みがあればと思います。
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