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第 1135 回 例会記録 平成 20 年 7 月 1 日

期首会員 63 名 入会 0 名 退会 0 名 現在会員 63 名
四つのテスト

2008 ～ 2009 年度ＲＩテーマ

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

7 月の結婚・誕生・入会祝い
〔誕生祝〕
(入会祝)

久保昌二さん
百武裕正さん
木庭吉昭生さん 北口功幸さん
日高豊久さん
水本由幸さん
田中嘉行さん
宮脇 茂さん
山口圭一さん

三田光雄さん
松尾 保さん

ご来訪ロータリアンの紹介
長崎中央ＲＣ 本田文昭さん

長崎中央ＲＣ 河野英雄さん

7 月度スケジュール
★第１
★第２
★第３
★第 4

クラブアッセンブリー
クラブフォーラム
卓 話
卓 話

本日のプログラム
■点鐘
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング 「我等の生業」
■インターアクトの歌
■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
■クラブフォーラム
■点鐘

会長幹事バッチ交換 直前会長幹事よりバッチの交換が行われました。
いよいよ、この時がやってまいりました。大変緊張しています。
まずは、江上前会長、牧幹事この一年間本当にご苦労様でした。
6 月 10 日の会長総括の挨拶の中で、江上前会長は余裕の態度で「思ったほど会長職は
大変では無かった」と言われましたが、これは後輩に対する思いやりの言葉と私は思っています。色々とご
苦労もあったでしょう、改めて、ご苦労様でした。今期はパスト会長として理事に就任して頂きますので、
これからも宜しくご指導をお願いします。
さて、今期の方針については、後ほどのクラブアッセンプリーでお話致しますが、既に前期に言いまし
たように、会員皆さんが「西クラブ大好き」
「ロータリー大好き」と思って、例会、各奉仕活動、親睦会
に進んで参加してもらえるクラブ運営を各理事さん、委員長さん、会員の皆さんの協力を得てやって行き
たいと思いますので、榎本幹事共々よろしくお願いします。皆さんご周知のように私は酒を飲む事と、麻雀
には多少の自信はありますが、余り本などを読んで勉強するという事はありません。従って会長になって
一番悩ましいのが挨拶です。前江上会長やその他のパスト会長は、それぞれの分野で知識レベルの高い方
でしたので、専門分野等を取り入れて話をされておりましたが、浅学非才の私にそれは無理です。
そこで私は「今日の歴史」という事で、その時々の例会日の歴史や出来事を調べて、ご紹介して、一言の挨拶
にしたいと思います。これだったらインターネットで検索すれば出来ますので、そうさせて頂きます。
皆さん決して事前に調べて来ないようお願いします。そして、知ってても「へぇー、知らんやったバイ」
とでも言って下さい。ちなみに、今日 7 月 1 日は、全国労働安全週間のスタートの日です。今年のスローガンは
「トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう 職場の危険」です。昭和３年より一回も中断される事無く
続いています。昨年は減少傾向にあるとはいえ全国で 1,300 人の方が職場で亡くなられておられます。
皆さんの職場の安全を再確認されたら如何でしょう。又今日は「明石家さんま」の誕生日で、橋本竜太郎
元総理が６８歳で亡くなられた日でもあります。と、いうような事を話したいと思っています。
それと、今年度より既に皆さんの前に置いてありますが、理事の皆さんと相談の上「ニコＢＯＸ」を置く
ように致しました。ポケットの小銭をその中に出来れば入れて下さい。
残念ながら期末に 5 名の退会者が生じました。今年度は予算的にかなり厳しくなります。会費の不足の
足しに出来ればと思いますのでご協力をお願いします。
「ニコニコ袋」とは違いますので、そちらはそち
らで宜しくお願いします。それでは終わります。皆さんご安全に！！

**** 幹事報告 ****

♪♪銀行受付交代♪♪

安永会長のもと幹事を務める事を
嬉しく思っております。 会長の
基本方針にもやりがいを感じてお
ります。 一年間、 皆様の御指導
御協力をお願い致します。

親和銀行
原田さんから
十八銀行
平川さんに交代
お疲れ様でした

(入会祝) 水本由幸さん
三田光雄さん 田中嘉行さん
松尾 保さん 山口圭一さん
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≪委員長行動計画発表≫

草野志郎職業分類委員長(代理三宅担当エレクト)・徳安 恂会員増強委員長(代理島崎委員)
木庭吉昭出席委員長・水本由幸プログラム委員長・牧 文春世界社会奉仕委員長
吉田節哉地域発展委員長・中野 敏インターアクト委員長・三田光雄職業指導委員長

はじめまして

理事会だより

です

①会員退会のお知らせ 四元永生さん 木下泰之さん
柿川照穂さん 金丸英幸さん 川島祥一さん 6 月末日付
②ロータリー財団国際親善奨学生の件
予定者の薄井亜耶さんより申請辞退の届け出がありました。
③年間プログラムの変更 10 月 7 日は、お宮日と重なるため
休会に変更、3 月 31 日の休会を通常例会と致します。

財布の中の重い小銭、
ニコッて笑って入れて
頂けると嬉しいです！
7/1 は 4,040 円でした
ありがとう
ございました！

本田文昭さん(中央ＲＣ) 会長安永さん御勤め御苦労様です。ヤッチャン頑張れ。いつもお世話になります。
楽しい西ＲＣは大好きです。
安永勝信さん 今日より新年度の航海が始まりました。波穏やかな航海である事を願っています。幹事共々安全航海
に努めますのでよろしくご協力の程お願いします。最初のニコニコですので奮発します。
皆さんも“ニコニコ”と“にこＢＯＸ”よろしくお願いします。
榎本延光さん まだまだが、いよいよとなりました。宜しく御指導のほどお願い致します。
渡邊修志さん ①安永会長、榎本幹事を始めとして、本年度一年間御苦労様です。いよいよ安永丸の出航ですね。
大海を乗り切って下さい。②入会以来初めてのＳＡＡとなりました。ＳＡＡ一年生ですのでよろしく
お願い致します。
江上徹也さん ①新年度、安永・榎本丸の船出を祝って。②最終例会のあと「まさか」がありました。財団奨学生
の辞退に関する手続きが必要でしたが、田中克憲先生の的確な御助言で旧年度で決着しました。
島田靖彦さん 安永会長、榎本幹事のもと、一年間国際奉仕理事を務めさせて頂きます。どうぞよろしく。
久保昌二さん ①安永丸の順風なる船出を祈念して！②誕生日自祝。
いよいよ大台！！○○高齢者の仲間入りです。
森 信興さん 新しい執行部の活躍を期待致します。賀寿のお祝いありがとうございました。
池田賢一さん 賀寿会の還暦のお祝い、ありがとうこざいました。今後も健康に留意して、頑張って行きますので、
今後ともよろしくお願いします。
水本由幸さん 先週の賀寿会、ありがとうございました。
北口功幸さん 7/17(水)13 時 30 分～ 17 時ブリックホールで東芝のパソコンとソフトウエアのセミナー、7/24(木)
14時～16時商工会議所でヤフーのネットショップのセミナーを行います。興味のある方は北口まで
ご連絡下さい。尚、7/25 は私の誕生日ですが、7/26 は事務局中田さんの誕生日です。
田中嘉行さん 江上前会長、牧前幹事始め役員の皆様、一年間お疲れ様でした。安永会長、榎本幹事始め、今年度の役員の
皆様一年間宜しくお願いします。私も6年目に入ります。今年一年ロータリーを楽しませて頂きます。
山下隆広さん 前年度はニコニコ最後の追い込みありがとうございます。今年度はプログラム委員会、青少年委員会で
お世話になります。よろしくお願いします。
匿名希望さん 会長良ければ幹事は楽です。
高橋市郎さん・吉原殖男さん・柳 信良さん・田中克憲さん・島崎義忠さん・栗原博志さん・馬場政徳さん
松尾 保さん・増崎進一さん 安永会長、榎本幹事、他理事者の皆さん、一年間のご活躍を祈念申し上げます。

ニコニコボックス

2008-09 年度目標 1,800,000 円 7/1 現在 ニコニコ累計 80,000 円
歳)の劇団が、 式見ハイツおいて
★お知らせ★ 昨年の観月例会の時にお世話になりました一条こまさん(13
6/29 ～ 7/12 より公演をしております。 申し込みは田中嘉行会員までお願いします。

長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
会 長
幹 事

安永 勝信
榎本 延光

創 立 ： 昭 和 59 年 10 月 2 日 1984/OCT2
例会：
【 火 】午後１２時３０分
ホテルニュー長崎 095-826-8000
事務局：長崎市籠町 4-28 第２カンコービル
Tel:095-828-1091 Fax:095-824-5520

URL:http://www.nwrc2740.jp/
e-mail: nwrc2740@ngs2.cncm.ne.jp

市内ロータリークラブ例会曜日・例会場
月

長崎北

ホテルニュー長崎

長崎中央

ベストウェスタン
プレミアホテル長崎

火
水
木
金

東長崎
長崎南
長崎
長崎東

長崎卸センター
ホテルグラバーヒル
ホテルニュー長崎
サンプリエール

長崎北東
長崎琴海
長崎出島

長崎厚生年金会館
パサージュ琴海
ホテルニュー長崎

発
構
委
編

刊
成
員
集

長崎西ロータリークラブ
発刊日 毎週火曜日（翌例会日）
クラブ奉仕 クラブ会報委員会
松尾悦次
増崎進一
吉原殖男
吉田良尚
中田久美子（事務局）

