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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

◆6/21例会出席      21名　    ◆免除者出席 　9名　　 ◆欠   席    16名          ◆出席率 　60.00%　

◆司会　古里安幸SAA委員長　　◆四つのテスト　川口輝彦会員　　 ◆ご来訪ロータリアン　

皆さん、こんにちは。会長挨拶をさせていただきます。

先週は、職業活動並びにボランティア活動で公益財団

法人モラロジー道徳教育財団の上甲さんを表彰し、卓

話も「社 風を上げる」というテーマでお話していただき

ました。推薦していただいた水本さん、ありがとうござい

ました。今日のお話は、またお仕事のお話で申し訳あ

りませんが、お聞きください。一般の方から電話があり

まして、 家 の 壁 からニャーという 声 がするとのことでし

た。とりあえず3人で現場に向かってみると、廊下と脱

衣室を仕切った壁から、明らかに子猫の鳴き声がしま

す。住人に話を聞くと、天井からドスンという音がした後

に壁から鳴き声が聞こえてきたそうです。どうやら親猫

が、どこからか天井裏に侵入して、子猫を誤って壁の

中に落としたみたいでした。天井裏に入る場所を探す

と、脱衣室横のユニットバスの天井点検口が有ったの

でそこから天井裏に潜り、壁の中を上から覗くと生後間

もない赤ちゃん猫がいました。壁の上から赤ちゃん猫

までは１ｍ以上もあり、幅も１０ｃｍほどしか無いので手

が全く届きません。そこでタオルをちぎって長くし、赤

ちゃん猫のところまで垂らして、しがみついて貰おうと

考えました。作戦は成功し、赤ちゃん猫がタオルに抱

きついたところを 引 き 上 げようとしましたが、２０ｃｍくら

い引き上げたところで赤ちゃん猫がタオルを離してしま

しました。何度か同じことを繰り返しましたが、結果は変

わりません。住人に「もう壁に穴を開けるしかなさそうで

す。」と伝えたところ、物凄く嫌な顔をされて、どうにかし

てよ。アピールが返ってきました。そこで思いついたの 

◆新会員のご紹介 

　 

◆結婚・誕生・入会祝い　6/5～6/11

【誕生祝】 

三宅敏彦さん 

 

が、脱衣室の照明スイッチが壁に付いていたので、それ

を外して小さな穴から手を突っ込んでみました。しかし

猫は手から20ｃｍほど下にいて届きません。そこでタオ

ルを上から再度垂らして、猫がキャッチしたところを引き

上げ、もう一人が穴から突っ込んだ手のひらに乗せるこ

とに成功し、その後、何とか引きずり出して救出すること

が出来ました。本来ならば、壁に穴を開けて救出するの

が簡単だったのですが、知恵を絞ってお金が掛からな

い方法をみつけ、もちろん住人は大喜びしていました。

ちょっと自分格好いいなーと思ったお話でした。以上で

会長挨拶を終わります。 

 

 

◆会長挨拶　　嶽本幸次会長　　　　　

◆幹事報告　　柳龍一郎幹事

◆クラブフォーラム 

①例会変更のお知らせ　長崎北東RC　7/27(水)　 

　　　　　　　　　　　　　納涼例会の為　18時30分～寳来軒 

②諫早南RC・雲仙RC合併　　７月より雲仙・諫早南ロータリー　

クラブ(第８グループ)とクラブ名を変え活動開始。 

③ロータリー財団・米山記念奨学寄付　今期の受付は今日まで 

④ウクライナ支援報告の件  当クラブからの支援は39,000円 

◆委員会報告　　

■須齋正幸さん　　滋賀大学が今月末からウクライナからの

避難学生を受け入れます。大学として学生支援の基金を作

りましたので、ご協力いただければ幸いです。 

■ゴルフ同好会よりご案内(古里安幸担当幹事)　　　 

長崎西ＲＣ第1回コンペ(嶽本会長杯取切戦)開催 

7月28日(木)　8時45分スタート大村湾CCニューコース 

【入会祝】 

劉　済昌さん 

 



　ニコニコ箱　　　　　目標　1,200,000円 6/21　　 29,300円　　 　　 累計 　 931,300円

　ロータリー財団寄付　目標１人150ドル/年間 6/21　　   2,000円　　　 　累計　  242,075円

　米山記念奨学寄付　　目標１人16,000円/年間 6/21　　   2,000円　　　     累計　 269,000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】12時30分～13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

◆ハイライトよねやま　264号 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米山奨学生　グェン・ティ・ホン・トゥさん　　　　　
(36歳・ベトナム)　活水女子大学　国際文化学部4年  

長崎市生まれの皆さんはご承知の泳ぎのメッカ鼠島の現在

です。一度、行かれてみてください。頂上は公園になってい

ますし、少し外れたら廃船が置きっぱなしにしてあります。 

◆ニコニコ箱　

県立鳴滝高校のグランド下付近に流れている川の岩肌

に“鳴滝”と書かれた文字があります。　京都を偲んでこの

場所を“鳴滝”と命名した当時の２４代長崎奉行牛込忠左

衛門勝登が唐通事の林道栄に文字を書かせ、刻した。

一度、川の水が少ない時、滑らないように見学されたらど

うですか？ 

 

◆米山奨学金支給並びに近況報告
　グェン・ティ・ホン・トゥさん(ベトナム)  

 

　 

■嶽本幸次さん　会長総括、よろしくお願いします。 

■柳龍一郎さん　 会長、本日の総括よろしくお願いいたしま

す。「一年間お疲れ様でした」は、来週に取っておきます。 

■三宅敏彦さん　 ①6/26で８３歳になります。紆余曲折。　

山あり、谷あり、喜怒哀楽・・。まだ挑戦は続けます。 

②嶽本会長、柳幹事、コロナで思うような活動出来ない中、

１年間、御苦労様でした。これからがロータリアンとしてのス

タートです。頑張ってください。 

■江上徹也さん　 第９・１０グループの補佐会打ち上げで、

幹事役を務めました。事務局中田さんの御協力に感謝! 

■北口功幸さん　嶽本会長には、一年間御指導いただき昼

食のおすそ分けも頂きました。ニコニコでなく上納金です。 

■古里安幸さん　 今年もレストラン13階桃林にて、ビアホー

ルを7/5～9/22迄開催いたします。皆様、よろしくお願いし

ます。 

◆鳴滝　　　   許斐義彦                               

　　７月スケジュール 

  7/  5(火)　　クラブアッセンブリー  
　　　　　　　　　　　会長所信表明・理事挨拶 

  7/12(火)　　クラブフォーラム  
　　　　　　　　　　　委員長挨拶 

  7/19(火)    卓  話  

  7/26(火)    卓  話  

  7/29(金)    第1回西会　 サンプリエール 

◆傾城塚（けいせいづか）許斐義彦                               

昔の茂木街道ピントコ坂にある[傾城塚（けいせいづか）]

唐人の何　旻得（カ　ピントク）という若い青年が、恋に破

れて長崎の叔父の所にやって来て、丸山に通い元彼女

に似た心優しい「登倭（とわ）」という遊女に出会います。　

しかしながら、恋敵の長崎代官が、旻得を贋金つくりの

罪で処刑します。（旻得を処刑した場所を「ピントコ坂」と

呼ぶようななった）その亡骸を登倭は葬ります。登倭は

代官と無理心中させられます。丸山の人々は心優しい

登倭を旻得の傍に葬ったと言われる物語です。。　　　　

因みに、「傾城」とは遊女のことで、この辺りは遊女のお

墓が多いそうです。 



2021-22年度会長総括　　会長  嶽本幸次 

それでは会長総括を始めます。先ずは1年間、拙い会長ではありましたが、無事に乗り越えられたことを嬉し

く思います。皆様に心より感謝いたします。会長総括の原稿を作成するにあたって、1年間の会報を読み直

しましたが、最初のころの自分の顔写真が、すごく若く見えました。何か1年間で歳を取った感じがしたので

頑張った証として捉えておきます。それでは、1年間を振り返っていきたいと思います。先ずは、7月6日に今

期1回目の例会が始まり、すごく緊張したのを覚えています。この時は、許斐会員ありがとうございました。　 　

そして、この日に久田松さんが入会され、幸先の良いスタートが切れました。また、久田松さんには、早速卓

話もお願いし「ながさき灯台ものがたり」をお話ししていただき、 宮﨑香蓮さんのナレーターに心を癒されたこ

とを思い出します。 内容も番組の発案・企画だけをされただけではなく、久田松さん自らが足を運んで様々

な角 度から動 画を撮ったとお聞きし、更に驚きました。これからも素 敵な番 組 作りをお願いいたします。　 　　

次に、7月30日サンプリエールにて第1回目の西会が開催されました。その時には、公共イメージ理事の北

口さんがロータリー情報として、留学生や奨学生を受け入れてきた歴史を、写真と交えてお話ししていただ

きました。ありがとうございました。西会の1日前にはゴルフ同好会第1回コンペが開催され、古里さんが断ト

ツの1位でした。おめでとうございます。さて、その後8月3日の例会まではスムーズに例会が出来たのです

が、この頃から長崎もコロナ感染者が増えてきて、このまま例会を開催するのかしないのか、自分の中で大

きく葛藤していました。ただ、8月17日のガバナー補佐訪問のリハーサルに続いて、8月24日のガバナー補

佐訪問クラブ協議会、そして8月31日のガバナー公式訪問と、重要なセレモニーが控えていたので、ここま

では何とか強行しようと思っていたのですが・・・。8月15日のお盆に、滅多に連絡がない田中君から電話が

有り「実はコロナに罹りました。」と伝えられ、その瞬間に気持ちがガラガラと崩れていったのを鮮明に覚えて

います。直ぐに、柳幹事と中田さんに連絡をして例会の休会をお願いし、次に、張本ガバナー補佐に連絡

をとり事情をお話し、ガバナー補佐訪問の延期を承諾していただきました。それから9月28日に例会を再開

するまでの2か月弱は例会を休会することになり、皆様には多大なご迷惑をお掛けしました。特にベテラン勢

の方々からは、例会の再開を強く望むお声をいただきました。皆さんのロータリー愛を強く感じましたが、や

むなく休会となり、その時は本当に申し訳ございませんでした。ただ休会は長く続きましたが、その間も事業

活動などは進めております。9月16日には三宅会員の協力により、長年開催しておりますマリア園の毛布ク

リーニング奉仕活動を行いました。コロナ過のため少人数での活動になり、いつもなら活動後にマリア園のス

タッフとの懇 談がありましたが、残 念ながら今 回はそれも無しになりました。次に、9月21日には塚 崎ガバ

ナー、張本ガバナー補佐、そして岡田地区幹事にお越しいただき、ガバナー訪問並びにガバナー補佐訪

問の代わりに懇談会が行われました。30分くらいの予定が1時間以上も行われたので、ヘトヘトになったのを

記憶しています。それから9月26日には、環境美化プロジェクトというイベントが、今期初めて開催されまし

た。初めてだったので段取りが難しかったのですが、尾本委員長に頑張っていただき、元船海岸沿いの清

掃・ゴミ拾いを行い、無事に終えることが出来ました。この時に日高プログラム委員長より、田中君に卓話で

コロナに感染したことを話してもらおうという事になり、後日、生々しい体験談を聞くことが出来ました。それか

ら、ようやく9月28日に例会を再開することが出来、10月からはイベント続きで、延期にしていた観月例会、第

2回の西会、職場訪問例会、長崎みなとＲＣとの合同例会、そして地区大会と、目まぐるしく動いていました。  



ただ、9月の終わりから年末の少し前までは、コロナもかなり減ったので活動がしやすかったのが思い出さ

れます。観月例会、西会、みなとＲＣとの合同例会では、川口親睦委員長に司会をしていただき、ありが

とうございました。観月例会では、久しぶりの夜例会という事や、変面ショーもあって大いに盛り上がりまし

た。西会では、島田チャーターメンバーにより、ロータリーの3大義務についての勉強会が開催され、とて

も勉強になりました。ありがとうございました。職場訪問例会では、水本委員長のご尽力で、出来たばかり

の出島メッセながさきを見学させていただき、稲佐山をバックに撮った集合写真が記念になります。ありが

とうございました。ゴルフ同好会の、コンペ並びに忘年会もこの時期に行われ、コンペは古里さんが優勝

され、おめでとうございました。忘年会では、ゴルフをしない会員の皆様にも多数のご参加をいただき、あ

りがとうございました。今期の中で、唯一コロナを気にせずに生活をしていたので、懐かしく思い、あの頃

は良かったなぁと思うことが今でもあります。それでは話を戻します。次に、10月12日に地区補助金プロ

ジェクトとして「ひとり親家庭福祉会ながさき」に、冷凍ストッカーと精米機を寄贈し、少しでも一人親家庭

の子供さんたちに、喜んでいただけたらと思いました。代表の山本倫子さんには、卓話もしていただき、

長崎新聞の記事にも取り上げていただきました。12月に入って張本ガバナー補佐が来訪され、挨拶をい

ただきました。この時に、ガバナー補佐が自己紹介をされたのですが、人に言えない趣味が有ると言わ

れていたのが、未だに気になります。次に、忘年例会が12月21日に開催されました。余興で、牧会員が

率いる“もみじだにアイランダース”と、ジミー渡辺さんに素晴らしい演奏をしていただき、ありがとうござい

ました。おかげさまで、楽しい忘年例会になりました。年が明けた1月5日に、恒例の事務局開きが新しい

事務局になって初めて行われ、若干狭かったのですが、皆さんと楽しいひと時を過ごさせていただきまし

た。劉さんの皿うどんと、今年は中田さんが張り切って豚汁まで作っていただき、お腹一杯になったのを

覚えています。ありがとうございました。それから、1月11日に新年例会が有りましたが、この時に東武トッ

プツアーズの竹内さんが退会され、新しく森さんに入会していただきました。森さん、今後ともどうぞ宜しく

お願いします。そして、この頃から又、コロナの新株オミクロンが急増したため、新年例会の前に臨時理

事会を開き、次週からの休会を決定しました。皆様には、またご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございま

せんでした。実をいうと、自分が8月と2月に仕事のため例会に出席できない予定だったので、会長代行

を馬場副会長にお願いしていたのですが、2回ともコロナのため休会となり幻に終わり、自分的には少々

残念な気がします。それから例会を再開できたのが3月15日です。休会中は、ゆっくりとしていたところに

吉田会員から、休会中でも会報は出したほうが良いのではというメールを頂きまして、特別会報を出す運

びになりました。皆様からたくさんの投稿をいただき、ありがとうございました。中でも許斐さんは沢山の投

稿を、休会が終わった今でもされております。ありがとうございます。次に、２月１７日に第３回のゴルフ同

好会コンペが、野母崎ＣＣで行われました。まさかの気温０℃という極寒の中で行われ、ガタガタと震えな

がらプレーしたのも良い思い出です。山崎さんが見事に優勝しました。おめでとうございます。また、海星

高校ＩＡＣの３年生が４名卒業されたので、柳幹事が学校へ出向きお祝いを贈呈しました。ただコロナな

ので仕方が無いのですが、ＩＡＣとの交流が希薄になっているように感じており、来季は年次大会も有る

ので、交流が戻ることを期待しています。それから、米山功労者の発表が有り、牧さん、江上さん、  

会長総括Ⅱ 



許斐さん、吉田さんが表彰されました。おめでとうございます。それと米山カウンセラーへの感謝状が北

口さんに贈られています。北口さん、１年間お疲れ様でした。テイウキンさんも、１年間米山奨学生とし

てコロナ過の中、出前卓話など頑張っていただきました。お疲れ様でした。また、新しい奨学生にグェン

・ティ・ホン・トゥさんが選ばれ、例会にも来ていただいています。カウンセラーの牧さん共々、宜しくお願

いします。この頃から桜の季節になりまして、恒例の観桜例会が開かれました。懇親会も盛況のうちに

終了しました。親睦委員会の皆様、ありがとうございました。そして、桜の植樹が４月１０日に元会員であ

るダイヤモンドスタッフの山口さんのご厚意により、日吉自然の家で行われ、植樹の後は、草野さんのご

自宅にて、おもてなしを受けました。おでんがとても美味しかったです。ありがとうございました。中田さ

んも女中として準備をしていただき、ありがとうございました。日吉自然の家から草野さん宅に移動する

際に、タクシーの中で劉さんと北口さんと「ウォーキング同好会をやりたいね」という話が出まして、北口

さんが「やろう」と言われたのがきっかけになり、５月に開催されました。いいえ開催する予定でしたがトラ

ブルが発生し、出来ませんでした。次回に期待いたします。植樹とウォーキングの間に、ＩＭが五島で行

われ、西ＲＣからも８名のご参加をいただきました。ご参加いただいた会員の皆さん、ありがとうございま

した。　張本ガバナー補佐をはじめ、多くの五島のロータリアンの皆様が、西クラブの先輩方に挨拶に

来られているのを見て非常に誇らしく思い、若手の自分たちも同じような交流をしていきたいと感じまし

た。次に、４月２８日にゴルフ同好会コンペ、そして５月８日に第９・１０グループの親睦ゴルフ大会が開

催され、団体で５位、個人では川口さんの１４位が最高順位でした。おめでとうございます。参加された

皆様、お疲れ様でした。来年も頑張りましょう。５月１３日には４回目の西会が行われ、ハミングバーズに

よるロータリーソングの勉強会が行われました。三宅さん、江上さん、平山さん、素敵なコーラスをありが

とうございました。最後の行事は、５月２５日から２６日にゴルフ同好会の遠征が行われ、初めて遠征で１

日目コンペと夜の宴会に参加しましたが、とても楽しかったです。１年間ゴルフ同好会の幹事をしていた

だいた、北口さんの代行の川口さん、ありがとうございました。これで１年間を駆け足で振り返りました

が、やはりコロナに振り回されたという印象が強いです。ガバナー補佐訪問クラブ協議会とガバナー公

式訪問が無くなり、色々な行事が延期になりましたが、クラブ内での行事や事業活動は、無事に終える

ことが出来ました。中止にならなかったのは、奇跡に近いと思います。これも偏に皆様のご協力があって

のことで、本当にありがとうございました。地区の行事も、中止になったのはＩＡ年次大会とＲＹＬＡくらい

で、あとはＺＯＯＭなども有り、何とか乗り越えたのではないでしょうか。このような状況での舵取りは慣れ

ておらず、副会長の馬場さんや柳幹事と各理事の皆様、そして中田さんに相談することにより、道が標

されたと思います。本当にありがとうございました。そして委員会ですが、前年度から例会の中で委員会

ごとの話し合いを設けたことにより、意識高めでスムーズに進めていけたと感じています。特に活躍され

たのがＳＡＡの古里委員長で、半分以上司会をしていただき、本当にありがとうございました。プログラ

ム委員会は、コロナ過で調整が大変でした。日高委員長、本当にありがとうございました。親睦委員会

は川口委員長を始め、各種の親睦会や懇親会の司会をしていただき、ありがとうございました。戦略委

員会では柳幹事が委員長ということで、委員会を引っ張っていただきました。先日は、ガバナー補佐が

訪問の中でのフォーラム、ありがとうございました。会員増強は、山田孝二委員長が理事会で状況報告

を行いました。また、卓話も2回ほどお願いし、情報共有出来たかと思います。桜の植樹、補助金プロ

ジェクト、そしてマリア園の毛布クリーニング活動や、環境美化プロジェクトの事業を全て尾本理事が担

当していただきました。フル活動のご活躍、本当にありがとうございました。時間の都合上割愛します

が、他の委員会も委員長を始め素晴らしい活動をしていただき、ありがとうございました。次にニコニコ

ですが、目標額を120万円としましたが、先週までで９０万円です。来週の賀寿会で多くのニコニコをお

願いします。ロータリー財団への寄付は、目標が年間１人150ドルとなっていますが、全く届きませんで

した。米山記念奨学寄付も年間目標が１人16,000円ですが、遠く及びませんでした。コロナの影響も多

少有ったと思いますが、非常に残念です。会員増強は純増3名を目指しましたが、現在は純増1名に

なっておりますが、年度末には退会者が2名になる予定ですので、最終的には－1名という結果になりま

す。この場を借りてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。しかしながら、来季以降につ

ながる基礎は作れたと思いますので、皆様これからもどうぞよろしくお願いします。そして地区の委員を

していただいた牧さん、山田吉盛さん、山田孝二さん、1年間お疲れさまでした。そして、最後になりま

すが会員の皆さん、各理事者の皆さん、各委員長の皆さん、馬場副会長、柳幹事、事務局中田さん、

ホテルニュー長崎のスタッフに感謝し、お礼を申しあげたいと思います。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1年間本当にありがとうございました。　以上、ご清聴のほど、ありがとうございました。  

 

会長総括Ⅲ 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