
◆期首会員数　     　　35名      ◆入会者　        1名 ◆退会者　  0名　 ◆現在　　36名 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長崎西ロータリークラブ　2022年12月13日　  第1742例会　No19

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

◆12/13例会出席    　20名　   ◆免除者出席 　7名　　◆欠   席    16名          ◆出席率 　62.50%　

◆司会　馬場隆寿SAA委員　　　◆四つのテスト　森　修司さん　　　◆ご来訪ロータリアン　

◆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)  

■例会休会のお知らせ　 

長崎出島RC　11/4(金)定款第７条第１節により休会 

みなさんこんにちは。みなさんのテーブルにはマリア

園様からのケーキがあります。昼食のデザートとして

お召し上がり下さい。思えば毛布クリーニングでお邪

魔した時は、ひと作業すると汗が止まらないものでし

たが、季節の経つのは早いものです。実は当日作業

が終わって三宅さんと麦茶を頂いてお暇する時、ケー

キを幾つか頂きました。暑い季節だったし、他のメン

バーは帰った後だったので傷んではいけないと思

い、私が全部食べてしまいました。４つのテストを聞き

ながら、「公平では無かった」とお詫びする次第です。

さて今日の例会は年次総会です。事務局に例年会長

はどれくらいお話をされるのですか？と尋ねますと１０

分位との事。文字数にして？と過去の会報で数えて

みました。嶽本会長約３５００文字！４００字詰めの原

稿用紙で約９枚！さっさと取り掛かればよかったので

すが、山田会長、許斐会長の報告の文字数を数えて

みたり、読んで頷いておりました。何はともあれ後ほど

半期報告をさせて頂きます。今日も宜しくお願い致し

ます。 

 

◆結婚・誕生・入会祝い　12/11～12/31

◆幹事報告　　    山田孝二幹事

【誕生祝】　 

平山寿則さん 

田中豊俊さん 

尾本久男さん 

志賀博光さん　 

 

 

【結婚祝】　森修司さん 　 

 

 

◆会長挨拶　　　   柳龍一郎会長　

■例会変更並びに休会のお知らせ　 

長崎東RC　12/23(金)忘年例会のため　サンプリエール 

長崎中央RC　1/16(月)新年例会のため　ガーデンテラス　　

長崎出島RC　1/27(水)新年例会のため会楽園 

長崎南RC　1/11(水)新年例会のため　ヒルトン長崎 

【休会】長崎東RC　12/30　　長崎出島RC　12/30、1/6　 

長崎南RC　12/28、1/4 

■理事会報告　【審議事項】①2023-24年度会長エレクト・ 

幹事エレクト・理事役員の承認  

【協議事項】①事務局開きの件(1/5)　案内を出し人数把握 

②事務局年末年始休暇並びに冬季賞与支給の件 

③会員拡大進捗状況報告 ・山田吉盛理事からの報告 

【その他】①青少年委員会　 春の野球オープン戦の件（コロ

ナによる可否について）・年明けに委員長とダイアモンドスタッ

フ山口さんとの打ち合わせ必要　 

②インターアクト委員会   海星IAC例会への参加の件 

まずは嶽本委員長から海星高校　福田先生と打ち合わせし

例会参加など打診してみては 

③社会奉仕委員会 植樹に関する件・昨年に引き続き、日吉

での植樹をする方向で話を進める。 

■ガバナー事務居年末年始休業　12/29-1/4 

■来週12/20忘年例会の景品の提供間お願い。 

 

◆会員卓話　　 

児童養護施設　　　
マリア園様より　　
クリスマスケーキの
プレゼント



　ニコニコ箱　　　　　目標　1,200,000円 12/13　　    26,000円　　 　 累計 　 421,538円

　ロータリー財団寄付　目標  １人150ドル/年間 12/13　         7,000円　　　 累計　  113,000円

　米山記念奨学寄付　　目標  １人16,000円/年間　 12/13         　7,000円　　　 累計　  119,000円

◆会長　柳　龍一郎　幹事　山田孝二　◆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:山崎雅之　◆編集:事務局　中田久美子

◆ハイライトよねやま　273号 

(写真3)

(写真2)

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  

◆中川町にある「古橋」　 　　許斐義彦

職場訪問例会　於:長崎文化放送㈱　 

◆本日の例会食　　

和食弁当 
刺身 
吸い物 
デザート 

■柳龍一郎さん　 先日は会長・幹事会が西クラブの主幹で

行われました。山田幹事、司会進行お疲れ様でした。 

■山田孝二さん　ニコニコのために。 

■島田靖彦さん　100％出席表彰、ありがとうございます。 

■水本由幸さん　誕生日自祝です。 

2009年10月(創立25周年)
海星高校吹奏楽部に　　　　　　　
楽器贈呈

米山奨学生 

グェン・ティ・ホン・トゥさん 

「ベトナムの紹介」 

◆ニコニコ箱　
■柳龍一郎さん　本日の総会がうまく進みますように。 

山田幹事、よろしくお願いします。 

■山田幸次さん　本日の年次総会、宜しくお願い致します。 

■吉田良尚さん　来週欠席の予定です。皆様、どうぞいい 

新年をお迎え下さい。 

■平山寿則さん　今日、１２月１３日で72才になりました。 

また娘も同じ誕生日で１６才になりました。真っ先に娘から 

「誕生日おめでとう」と声を掛けられ嬉しい一日となりそうです。 

■古里安幸さん　12/8ゴルフ同好会及び忘年会参加の皆様、

ありがとうございました。 

■尾本久男さん　50代最後の誕生日、ありがとうございます!! 

■志賀博光さん　誕生祝いありがとうございます。 

■森　修司さん　結婚祝、ありがとうございます!最近家に 

いないので、年内は家に帰る努力します。 

 

青少年奉仕活動(青少年・RYLA・インターアクト)
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◆委員会報告　水本国際奉仕P担当理事  

ロータリー財団並びに米山奨学寄付は、確定申告用領収書

の都合上、半期の納入は今日で終了します。 

１月から再度受付しますのでよろしくお願いいたします。 

目標　ロータリー財団は１人150ドル(現在レートで20700円) 

米山奨学寄付は、１人１６０００円 

 

  ◆ゴルフ同好会
　忘年コンペ並びに忘年会開催 

12/8(木)喜々津CC 

７名の参加で、 

優勝　古里安幸さん 

２位　下田隆雅さん 

３位　日高豊久さん 

忘年会は、１０名の

参加で、楽しいひと

時を過ごしました。 

お疲れ様でした。 

 

10月17日午後23時半ごろ、甲府市内のコンビニエン

スストアでアルバイトをしていたレー・チュオン・ロクさ

ん（2020-22／甲府南ＲＣ）が、70代後半の男性客より

「電子マネーカードを大金でまとめて購入したい」とい

う申し出を受けました。不審に思い使途を確認したと

ころ、目的や電子マネーカードに関する理解度が曖

昧だったことから、電話詐欺を確信。110番通報を行

い、男性客が電話詐欺被害に遭うのを未然に防ぎま

した。第2620地区の渡辺郁米山記念奨学委員長によ

ると、ロクさんは真面目で正義感が強い学生とのこと。

「日本人でさえ声掛けを躊躇することが多い中で、人

や社会のために役に立ちたいと考え、行動するロクく

んだからこそ、できた行動だったと思います」と、ロクさ

んの対応を称賛しました。甲府警察署は11月28日、こ

の勇気ある行動に対し、天野英知署長が感謝状を贈

呈。受け取ったロクさんは、「詐欺被害を防ぐことがで

きてとても嬉しいです。今後も地域社会に貢献できる

よう頑張ります」と、述べました。 

-電話詐欺被害を防いだ学友に感謝状-

桜馬場天満宮を過ぎて、桜馬場中学校を通り過ぎる

とあります。承応３年（1654年）に架けられた石橋で旅

人のみならず、ラクダや象も通った構造が特殊な石

橋です。この先が、「トロトロ坂」と呼ばれる坂がありま

す。 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2022-23年度　会長半期報告

それでは運営方針や組織図に基づき報告をさせて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●会員数　現在36名です。35名でスタートして富山　容治さんに入会して頂き、親睦委員会で例会運営に参画、活

躍して頂いております。本年度退会者はいらっしゃいません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●例会　例会数変更に着手をいたしました。2022年度22例会、2023年度22例会、合計　44例会とさせて頂いており

ます。ここ数年の例会回数は会員数との財務状況バランスを考慮されていたと理解しております。本年度は平山会

計理事からのアドバイスをもらいながらこの数といたしました。半期が終わろうとしていますが台風による悪天候によ

り2回の例会中止がございました。第一回目とガバナー公式訪問例会でした。ガバナー公式訪問例会は延期とな

り、西クラブがガバナーにとっての最後の訪問例会となりました。ガバナーの安全を考えての予定変更の提案をさ

せて頂きましたが、日程調整で逆にご迷惑をお掛けした次第です。上村ガバナーはとにかく気さくな方でした。第9

グループ辻村栄藏ガバナー補佐のお人柄にも支えて頂きました。出席率は週報から集計すると平均64％となって

おります。当初の目標は85％です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●組織　組織図について会員数減少の余波を感じます。私の入会時、2018-19年度は43名でした。当時の組織図

と見比べると現在は委員長・副委員長・委員1名の委員会が多く存在してしまっています。4年前は委員が複数おい

でだったのですが、現在は特定の会員が奮闘する結果になってしまっているようです。それでも初めて就任の委員

長が率先して取り組んで下さいます。有難うございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●事業　深く触れる事により入会年度の浅い会員に西ロータリークラブを知ってもらいたいと考えております。9月の

環境美化プロジェクト　本年度で2回目の事業となりました。10名参加を頂きました。残暑厳しい時期なので、朝から

して10時までに終わるか？日が陰った夕方からしてそのまま打上に流れるか？今後検討の余地ありと思います。　

相手がある活動は現在もコロナの影響下にあると思います。例えばマリア園の毛布クリーニング。馬場委員長、三

宅会員以下3数名の参加となりました。園との調整の上で参加者の数が限られている等制約が有り、まだ積極的な

参加とまではいけていません。その中で若い委員長による活動がなされている事は喜ばしい事だと思います。（去

年は尾本委員長でした）実は搬出した毛布の枚数が去年より減っていたのに気付きました。もしかするとマリア園の

児童数にも変化が起きているのかもしれません。環境の変化を知る事も大切だと思います。インターアクト年次大会　

開催はされましたが、コロナの影響で会長・幹事・北口青少年P理事での参加となり、学生の皆さんが取り組む空気

を多くの会員で共有するまでには至りませんでした。対して7月に海星高校を訪問して校長先生にお会いできた事

は良かったと思います。甲子園出場が決まったタイミングでしたので、ゆっくりお話しが出来なかったところは残念で

した。今季の後半に期待したいところです。日髙インターアクト顧問のお力も借りたいと思います。ところで地区の前

期指導者研修に参加しましたが全体的にも活発な活動に到達するにはまだ時間がかかる感じを受けました。コロナ

により学校とロータリーとの距離感が大きくなり、どれくらいのお付き合いを必要としているのかが解らない会員が増

えてきていると思います。今後の抜本的な取組みを必要とする時期にきているのかもしれないと感じました。 

 

2022-23年度　年次総会

◆会長半期報告　　柳龍一郎会長　　　◆幹事半期報告　　山田孝二幹事  

◆会計中間報告　　平山寿則会計　　　◆長崎西RC細則改正  

◆2023-24年度会長エレクト並びに幹事エレクトの承認・ご挨拶  

◆2023-24年度理事役員の承認並びにご挨拶  

それでは2022－23年度半期の活動を私より報告いたします。私の一方的な備忘

録的なお話しになると思います。数字で報告できる分は数字で、ネガティブな内容

もあるかもしれませんがご 容 赦 頂 ければ 幸 いです。さて、 国 際 ロータリージェニ

ファーE・ジョーンズ会長は本年度のテーマを「イマジン・ロータリー」とされました。

それに呼応された上村春甫ガバナーは地区方針を『「想像」して「創造」しよう・・・・

ロータリーで未来を！』と掲げられました。私としては入会間もない若い会員の方々

に当クラブの歴史を「想像」して頂き、西クラブを新しく「創造」していきたいと考えま

した。では、どうすればいいか？それは継続されている事業に参加しながら先輩会

員から話を聞く事、もちろん例会においてもそうだと考えています。 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結果　コロナの影響はいまだ大きいと思います。であれば世の中もそうであろうがどのような参画の仕方があるのか

模索が必要であろうと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●会員拡大　3名以上の入会を目指しています。山田理事が毎月新しい人物にアプローチして下さっています。山

田幹事も前年の拡大担当理事の流れで動いてもらっています。牧会員には年度初め活水学院院長を紹介して頂き

ました。新入会員候補者情報は会員36名のグループとしてはある程度は有る感じはしますが、情報取得後の動きを

どうするか考えてみる必要はあるかもしれません。現状、個人の人脈からの情報に依存しています。近年アプローチ

したことのない業界団体を考える必要があるかもしれません。女性会員へのアプローチについて、まだ動けていない

状況です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●例会　新しいルートでの外部卓話者のお話しが聞けて発見が多いと思います。また会員卓話では30分という長め

の時間の中、きっちり準備をしていただいて聞きごたえのある卓話が行われた事に感謝します。中西委員長はじめ

卓話をして下さった会員の皆様有難うございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●西会　許斐委員長をはじめとする会員が引っ張ってくださり、ロータリー情報等の勉強会を行ってもらいました。過

去の西会の内容とだぶらないようにしてなおかつ興味深いところに焦点を当てて頂いております。その後の懇親の

部も毎回盛り上がり、とてもいい環境が構築されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●職場訪問　先日長崎文化放送様を訪問しました。編集室等、裏の裏までみせて頂きました。またアナウンサーの

方から仕事に対する姿勢のお話しも聞けて刺激になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●会報　後半の記事の充実が自慢です。長崎の史跡めぐりの記事、許斐委員長ご協力ありがとうございます。また過

去の当クラブの取組が写真と共に紹介して頂いています。まさしく私のお願いしたい部分です。感謝いたします。　

●財団　ニコニコに関して先週現在でニコニコ　395,538円　ロータリー財団寄付　106,000円　米山記念奨学寄付　

112,000円　となっております。目標到達に後半頑張りたいところです。ペースとしても去年より若干下回っている感

じです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●米山奨学　グェン・ティ・ホン・トゥさんが明るく積極的に参画して下さっています。このポジティブさは私のお手本で

す。牧さんが本年度カウンセラーとして支援して下さっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●補助金事業　古里理事が中心となって「ひとり親家庭福祉会ながさき」への冷蔵庫寄贈へ取組んでいただきまし

た。承認が降りて設置まで完了しております。さて、これから後半戦です。理事の皆さんもエンジンがかって来ると思

います。皆様に取りましても有意義なものになります様、楽しく、真剣に取組んで行こうと思います。宜しくお願い致

します。以上を持ちまして半期報告とさせて頂きます。 

 2022-23年度　幹事半期報告

会長の半期報告を聞いてると、あっという間の６ヵ月だったなと感じます。この半期を

振り返りますと、いろいろな事業がだいぶ普通に開催できるようになってきました。　

依然コロナ渦には変わりありませんが、徐々に戻りつつあると実感しております。　　

そんな中、今年度も理事、委員長は比較的ロータリー歴の浅いメンバーで構成され

ています。私もそうですが、やや不安な時は先輩にお聞きしたり、知恵をお借りして

います。　今後もお力をお貸し頂ければと思います。宜しくお願いいたします。最後

に西クラブの今後の課題についてです。　なんといっても会員増強に尽きると思いま

す。皆さんも一緒に会員増強に力を入れていきましょう。 

  

 

2023-24年度会長エレクト・幹事エレクトの承認並び

に理事役員承認・ご挨拶

会　長　        山田孝二 SAA　　馬場隆寿  

会長エレクト　中西祥之 クラブ管理運営P担当理事　中西祥之  

直前会長      柳龍一郎 会員増強P担当理事 　　　日高豊久 

副会長　       許斐義彦 公共イメージP担当理事　　 古里安幸  

幹  事          尾本久男 奉仕P担当理事                北口功幸  

幹事エレクト  久田松春樹 国際奉仕P担当理事          江上徹也  

会  計          平山寿則 青少年奉仕P担当理事      嶽本幸次  


