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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

久田松春樹SAA委員

◆会長挨拶

◆四つのテスト

嶽本幸次会員

柳龍一郎会長

◆ご来訪ロータリアン 長崎南RC

◆幹事報告

みなさん、こんにちは。二週間ぶりの例会となりました。前回
例 会の翌 日、9月１４日に行われました、マリア園の毛 布ク
リーニングに参 加して参りました。コロナの事もあり、今 年も
限られた人 数での参 加となりましたが、馬 場 委 員 長のリー
ダーシップのもと、スムーズに活動を行い、マリア園の皆さん
からも暖かくお迎えして頂きしました。これも永年に渡り、中
心となって活動を続けてこられた三宅会員の力によるものだ
と思います。さて以 前 聞いたお話しなのですが、ここから理
科のお話しです。「静止している物を動かすとき、最初は特
別に力がいるのはどういう理屈か？例えば止まっている車を
押して動かす時、最初は特に重く感じるのは何故？」これは
摩擦力が原因だそうです。摩擦力には、物体が静止してい
るときにはたらいている静止摩擦力と、運動している物体に
はたらく動摩擦力が有ります。そして静止摩擦力が動摩擦
力よりも大きいため、最 初は大きい力が必 要となり、続けて
動かしていくにはそれよりも小さな力で物 体は動き続けると
いうものです。これを何かにチャレンジする時の熱 意の大き
さに例えて聞いた事を思い出しました。初動に必要な大きな
エネルギー。私はこのクリーニング活動を決意した当時の三
宅 会 員 にあってみたいと 思 うのです。 残 念 ながらタイムマ
シーンができるのはまだ暫く先の事でしょうが、当日久田松
会 員が手 配して下さった長 崎 文 化 放 送の会 員へのインタ
ビューで、当時のマリア園の運営状況を見て奮起したとお話
しをなさっています。また生きている限り続けるとおっしゃい
ました。すごいです。さて、マリア園は明治十四年の設立より
百年以上の長い歴史を持ち、平成三十一年に移転されて
おります。作業後、冷たい麦茶を頂きながら、三宅会員と園
の方との昔 話を伺いました。「前の建 物は本 当に古かった
ねぇ、床なんか」とお互い笑ってお話しされている事にこの
事業の永さと何か凄みを感じた次第です。さて、本日は馬
場 委 員 長が会 員 卓 話をして下さいます。こちらも楽しみで
す。本日もよろしくお願いいたします。

東 晋さん

山田孝二幹事

①例会変更並びに休会のお知らせ
長崎東RC 10/14(金)観月会のため 18時～
出島内外倶楽部レストラン
【休会】 福江中央RC 9/27 長崎東RC 10/7
長崎RC 10/13 定款第７条第１節により休会
②理事会報告
◆会員拡大についての進捗状況
◆移動例会(夜例会)の実施について 開催する方向は変
わらないが、昨年行った余興については行わない。注意
しながら楽しくやる。
◆地区補助金プロジェクトの件 本部より未回答
◆マリア園毛布クリーニングについての確認。

◆結婚・誕生・入会祝い 9/24～9/30
【結婚祝】 安永勝信さん
【誕生祝】 折式田一豊さん
【入会祝】 安永勝信さん

◆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)
皆 さんこんにちは！お 世 話 になって
おります。お 久 しぶりですね。 皆 さん
お元気ですか?今日は６回目の奨学
金 をいただき、どうもありがとうござい
ます。夏 休み中、ベトナムに帰りまし
たので、５ 回 ぐらい 例 会 に 欠 席 でし
た。本当にすみませんでした。4、5年
ぐらい 家 族 に 会 えなかったです。 今
回は父と母、兄弟に会えて、とても楽
しんでいました！ 良 かったです。 来
月、私は他クラブの例会へ出前卓話
をしに行きますので、pptの内 容はた
大 体 準 備していました。その出 前 卓
話の内容は良かったら、西クラブでも
発表したいと思います。

◆期首会員数

35名

◆入会者

1名

◆退会者

0名

◆9/27例会出席

23名

◆免除者出席

8名

◆欠 席

13名

ベトナムのお土産

◆現在

36名

◆出席率

69.70%

◆委員会報告

マリア園毛布クリーニング奉仕

◆会員卓話

馬場隆寿会員「フットボールの世界」
9月14日（水）奉仕プロジェクト 社会奉仕委員会にて、恒例
の「マリア園毛布クリーニング」を行いました。当日は天気も
良く、予定通り9時から三宅さん、柳会長、山田幹事、尾本さ
ん、馬場の5名にてマリア園の職員の方々と一緒に搬出作
業を開始、約40枚の毛布をパールドライさんの車に積み込
むことが出来ました。また、その様子を長崎文化放送さんに
取材していただき、当日のお昼と夕方のニュースにてOAさ
れましたが、その中で40年ほど続けられていることを知り、大
変感銘を受けました。そして、インタビューの中で三宅さん
が「私が生きている間は続けていこうと思っている。」と仰っ
ていたので、相当長生きして欲しいと思った次第です。この
場をお借りして、ご協力頂いた皆さまとパールドライの方々
に感謝を申し上げます。(社会奉仕委員長 馬場隆寿)

◆第４３回グラバー顕彰式 柳龍一郎会長

◆ニコニコ箱
■柳龍一郎さん マリア園毛布クリーニング参加の皆さん、
お疲れ様でした。三宅さん、お世話になりました。本日の会
員卓話 馬場さん、よろしくお願いいたします。
■三宅敏彦さん 9/14 マリア園の毛布クリーニングに参加
の皆さん、ご苦 労 様でした。マリア園もコロナに罹り全 員の
毛 布クリーニングは出 来なかったので、残 念です。園の子
供たちが元気で成長することを願っています。
■平山寿則さん 娘の絵が県展で入選しました。
■安永勝信さん クラブ入会記念日9/27 34年間自祝。
結婚記念日9/28 48年間自祝。事務局よりの案内、ありがと
うございました。
■志賀博光さん
西九州新幹線開業による長崎の発展を
願って。

◆長崎にあるロシア領

許斐義彦

西ロータリークラブのメンバーの杠葉会員の仕事場（協治
会本部）の近くに面白い場所があります。昔近くにロシア
の領事館がありその関係？

9/17(土)グラバー園 旧グラバー住宅前におい
て、第４３回グラバー顕彰式が２年振りに開催さ
れました。その中で、田上市長はスコットランド発
祥の伝統的な民族衣装 「キルト」を着用され、
招待された方々も何となく英国紳士のような雰囲
気が漂っておりました。バグパイプの演奏もあり、
異国情緒を味わってきました。
ニコニコ箱

目標

ロータリー財団寄付
米山記念奨学寄付

1,200,000円

9/27

17,000円

累計

228,538円

目標１人150ドル/年間

9/27

15,000円

累計

69,000円

目標１人16,000円/年間

9/27

2,000円

累計

52,000円
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