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第 1129 回 例会記録 平成 20 年 5 月 20 日

期首会員 70 名 入会 5 名 退会 7 名 現在会員 68 名
5 月度スケジュール
★第１
★第３

クラブアッセンブリー
卓 話

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

2007 ～ 2008 年度ＲＩテーマ

4. みんなのためになるかどうか

5 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕
牧文春さん 三田光雄さん 四元永生さん 山内義三さん
齋藤 寛さん 中野敏さん 山下隆広さん 折式田一豊さん
〔誕生祝〕山田恭裕さん 木下泰之さん 牧 文春さん
吉田良尚さん 島田靖彦さん 荒木正雄さん 榎本延光さん
(入会祝)松石六雄さん 平山寿則さん 嶽本剛平さん 榎本延光さん

長崎ＲＣ
長崎中央ＲＣ

卓 話

本日のプログラム

四つのテスト

ロー タリ ー は
分かちあい の心

★第２

山田康生さん
白坂貴之さん

■点鐘
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング
「それでこそロータリー」
■ご来訪者紹介並びに会長挨拶
■幹事報告
■今週のお祝い
■委員会報告
■親睦活動委員会・ニコニコ披露
■卓話 三菱重工業㈱長崎造船所
副所長 西妻多喜男さん
■点鐘

長崎北ＲＣ

松延 脩さん

安永勝信会長エレクト挨拶
今日は江上会長が所用のため欠席です。 それと私の登板がもうすぐなので慣れさせて
おこうとの配慮も有るかもしれません。 さて、 昨日は次期宮脇茂職業奉仕委員会理事の委員長会議に出席致
しました。 活発な意見が多く出され来期は準備万端のようです。 一杯飲みながらの会議でしたので、 榎本幹事
エレクトがメモを取るのが大変だったろうと思います。 まだ、 委員会を開催されてない理事さんには、 是非なるべく
早い機会に開催されるようお願いします。 本日は東武トラベルの河野さんの紹介で新東京タワーについて新東京
タワー株式会社の守都さん、 望月さんに卓話をして頂きます。 宜しくお願いします。

田中克憲会員

叙勲「旭日双光章」受章の報告並びに御礼

この度、春の叙勲“旭日双光章”を受章させて頂きました。皆様方より
沢山の励まし、祝電、ニコニコを頂きありがとうございました。
先週5/13(火)に天皇陛下に拝謁をさせて頂きました。私の日頃の行いが良
いためか天皇陛下から３ｍ弱の所でお会いできたことがこの上ない感激
でございました。
天皇陛下のお言葉の中に長い間国民の為に尽力してく
れてありがとう。
今後も健康に気をつけてまた国民の為に頑張って欲しいと
いうお言葉を頂いて参りました。
今後私も二日酔いすることなく健康に気を
つけて酒を飲んで行きたいと考えております。

幹事報告
〔結婚祝〕 四元永生さん
(誕生祝) 荒木正雄さん

≪例会変更のお知らせ≫

長崎北東ＲＣ 5/28(水)賀寿会の為 18 時 45 分～ ロイヤルチェスターホテル
〃
6/25(水)最終例会の為 18 時 45 分～ ウェルシティ長崎
長崎中央ＲＣ 6/23(月)賀寿会並びに年度末懇親会の為 18 時 30 分～
ベストウエスタンプレミアホテル
長崎出島ＲＣ 6/27(金)最終例会の為 18 時 30 分～ 慶華園
★★プログラム変更のお知らせ★★ 6/17 アッセンブリー → 6/10
6/17 卓話 インドネシア大学ヘンダルト教授(難聴対策責任者)
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新東京タワー㈱計画本部 課長
望月康紀さん・守都正候さん
「新東京タワープロジェクトの概要」
忘れかけた美しい日本語を思い出し、間違えないように使いましょう！

隣の窓口で伺って下さい→隣の窓口でお聞き下さい
伺うは目下から目上に物事を聞く時の謙譲語。それをお客の行為に使っては失礼。
お尋ねになって下さいでも可。
お座りになってお待ち下さい→お掛けになってお待ち下さい
お座りは座るの尊敬語であるが、飼い主が犬に命じるセリフでもある。お掛けになってがベター。
ドリトル先生が見えられました→ドリトル先生がお見えになりました
見えられたは「来る」の尊敬語の「見える」に「～する」の尊敬語の「られる」をつけた二重敬語。
後者の方が敬語表現としてはこなれている。
木村さんという方がお見えです→木村さまとおっしゃる方がお見えです
「さん」にも「いう」にも敬意がない。
お客様をお連れしました→お客様をご案内しました
お連れしましたでは、子供を連れて来たようでお客様に対しては失礼。
お待たせしてすみません→お待たせして失礼致しました
すみませんは日常的すぎる。客に対しては失礼。申し訳ございませんは深い謝意。
良かったらお読み下さい→よろしかったらご覧になって下さい
前者は幼稚な感じ。
先週の
は、三宅会員でした。

田中克憲さん この度の叙勲「旭日双光章」拝受に際し、励ましの祝電、お言葉を頂き、ありがとうござい
ました。今後この章に恥じないよう頑張りたいと思います。宜しくお願いします。
山下隆広さん ①田中先生、旭日双光章受章おめでとうございます。②先日は結婚祝いのお花、ありがとう
ございました。
金丸英幸さん 田中先生、旭日双光章の受章おめでとうございます。
山口圭一さん 田中先生の叙勲受章、おめでとうございます。
安永勝信さん 昨日は、次年度職業奉仕委員会の打合せご苦労様でした。やはり、一杯やらないと良い意見
が出ませんね、宮脇茂理事さん！ また、本日卓話を頂きます、望月様、守都様ありがとう
ございます。
川瀬隆史さん 久し振りに息子と釣りに出かけ、２５～２６㎝のヒジタタキのキスを半ダース、その他五目
釣りで楽しい一日を過ごしました。
三田光雄さん ①5/17(土)インターアクトクラブの例会、出席の皆様お疲れ様でした。三田は出張の為失礼
しました。②出張から帰りましたら、100万本のバラで部屋が埋まっておりましてビックリ。
結婚祝いのお花、ありがとうございました。
荒木正雄さん 5/21、満 74 歳誕生日自祝。
榎本延光さん 5 月 25 日に 61 歳となります。誕生日を海外で迎えるのは初めてです。
平山寿則さん 先週はクラブ入会記念品を頂き、ありがとうございます。パパはルーペをもらって喜び、
未耀ちゃんは靴をもらって喜んでます。
2007-08 年度目標 1,800,000 円
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