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　　　　　　　　　　7月度スケジュール
　★第１ 　クラブアッセンブリー 　 ★第２ 　卓　話　

　★第３　 卓　話　　　　　　　　　　 ★第４　 卓　話

　

■点鐘

■四つのテスト唱和

■ロータリーソング「我らの生業」

■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

■会員卓話　柿川照穂さん

■点鐘

本日のプログラム

〔誕生祝〕 久保昌二さん　百武裕正さん　木庭吉昭さん
　　　　 北口功幸さん

〔入会祝〕 12年　日高豊久さん　 6年　水本由幸さん　
　　　　　 4年　三田光雄さん　 4年　田中嘉行さん

　　 4年 宮脇　茂さん    2年 　松尾　保さん
　　　　　１年　山口圭一さん

7 月の結婚・誕生・入会祝い

　ロータリーは
分かちあいの心
2007～2008年度ＲＩテーマ

 

 　                               　  　いよいよ新年度がはじまりました。 １年半前に会長ノミニーの御指名を頂き、 いやいやな

　             　                       がらも ロータリーの掟に従ってお受けしたのがつい先日のような感じです。

　エレクトの1年間は私なりになるべくクラブの年間行事に参加して体験学習をしてまいりました。 入会してまもなく２０年にな

ろうとしているにも拘らず、 高島の釣り大会、 ふれあいボーリング、 事務所開き、 の３行事には初参加で改めて当クラブの

伝統、 仲間としての素晴らしさ、 事業の意義を認識すると同時に、 これ迄の自身の不良ロータリアンぶりを反省させられ

ました。 ロータリーは人を育てるといわれております。 ご承知のように夜の懇親会の乾杯の音頭はエレクトの仕事です。

これには１００％の出席を達成できました。 おかげで少しは飲めるようになったようで、 「人を育てるロータリー」 の成果を早

くも感じますが１年後にはロータリアンとしても成長していたいものです。 私は幹事の経験がありません。 医師１人の診療所

を開業しており医師としての職業奉仕がロータリー活動を制限する場面も少なくありません。 これまでの有能な諸先輩会長

と違い、無事に会長職が勤まるか不安をもってスタートを切りました。1年間クラブの先頭を走らせて頂くことになりますが高速

スピードにはとても耐えられません。 「貴方の得意なことをロータリーにもってきてください。 皆で楽しみ、 学び、 奉仕の輪

を広げましょう」 をテーマに完走を目指します。 私にない多彩な才能をもつ牧幹事とは一心同体でクラブの運営に当たる

ことになります。 本人は内心 「隣が若い美人会長なら頑張るんだけどなー」 と思っている筈ですがこれもロータリーの掟

です。 各事業では理事のリーダシップのもと全員参加型の年度をめざします。 この 1 年よろしく御願いします。

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

四つのテスト

長崎ＲＣ　藤岡良規さん

幹事報告

委員会報告

 

ガバナー事務所閉鎖並びに直前ガバナー事務所開設のお知らせ
　　　　　　　任期満了に伴いガバナー事務所⇒直前ガバナー事務所(８月末日まで執務)

クラブ会報(森委員長)　会報委員会よりお願いです。前年度は写真が出ていたように、
　　各年度で会報の特色があります。今年度は江上会長の挨拶が入ります。そして新しい
　　企画として、会員の皆様に取材をお願いしたいと考えております。(詳細は裏面で詳しく)
　　それと併せて「雑学」を時々入れていきたいと思っております。
職業指導(金丸委員長)　本日皆様のメールボックスに「四つのテストのリーダーのお願い」
　　という資料を入れております。この計画表に沿ってお願いしたいと思いますのでよろ
　　しくお願い致します。担当の日がご都合が悪い場合は前日までにご連絡をお願い致します。

〔誕生祝〕 久保昌二さん　百武裕正さん　
〔入会祝〕　6年 水本由幸さん　4年 三田光雄さん　4年 田中嘉行さん
  　　　　2年 松尾　保さん １年 山口圭一さん

Nagasaki  West  Rotary   Club
　         第 1090回 例会記録　平成19年7月3日

長崎西ロータリークラブ週報
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長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
　　会　長　　江上　徹也
　　幹　事　　牧　　文春
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　東長崎　長崎卸センター
水　長崎南　ホテルグラバーヒル 長崎北東 　長崎厚生年金会館
木　長崎　　ホテルニュー長崎 長崎琴海 　パサージュ琴海
金　長崎東　サンプリエール　 長崎出島 　ホテルニュー長崎

発　刊　長崎西ロータリークラブ　　発刊日　毎週火曜日（翌例会日）
構　成 クラブ奉仕　クラブ会報委員会
委　員 森　信興　石橋　均　栗原博志　劉　済昌　馬場政徳
編　集 中田久美子（事務局）

クラブアッセンブリークラブアッセンブリー 会長所信表明並びに理事挨拶

☆銀行受付交代☆

お
世
話
に
な
り
ま
し
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十八銀行太田さんより
親和銀行原田さんへ交代
よろしくお願いします。

江上徹也会長 安永会長エレクト 　牧　文春幹事 木庭ＳＡＡ理事

嶽本社会奉仕担当理事

高木クラブ奉仕担当理事

北口国際奉仕担当理事 熊澤新世代担当理事

  

　　　「私の一冊」 をご紹介下さい
完成した週報のレイアウトを乱さない範囲で 「楽しい週報、
みんなで作ろう」 をモットーにして、 今年度は会員から取材
したいと思います。これまでお読みになられました幾多の書物
の中からこれはと思うもの、 面白いと思ったもの、 人にも勧
めたい書物を一冊ご紹介下さい。書物のジャンルは問いません。
何行かのコメントもお願いします。
　       　 　　   初めは会長､幹事、 理事役員からもれなく
　　　　　　   　　取材させて頂きます。

【例】 私の一冊
　　「日本人の作法
　　　　　品位ある生き方のすすめ」
　              平成 19 年 5 月 31 日初版

日本人が日本人らしくなくなっているという事を
多岐にわたって説き、 みっともないことをす
るなと言い切る。 ある時は礼節を、 またあ
る時はカタカナ語の氾濫を戒める。 内容の

多くはあえて書きませんが、お勧めできる一冊。
久しぶりにスカッとする本に出会った感じ。　
　        　　　　　　　　　　　

川北義則

徳間書店

 

江上徹也さん ロータリーの新年おめでとうございます。覚悟を決めて牧さんと二人三脚で頑張ります。
失言も多い卓話になると思いますが、久間大臣のようにいじめないで下さい。

牧　文春さん 一年間、よろしくお願いします。
高橋市郎さん 江上会長、牧幹事新しいスタート一年間ご苦労様です。長崎西ＲＣをしっかり引っ張って行って下さい。
渡邊修志さん いよいよ江上丸の船出になりましたね。江上会長、牧幹事を始めとして、理事役員の皆様この

一年間ご苦労様です。お世話になります。よろしくお願い致します。先週100％出席の記念品を頂き、
誠にありがとうございました。

安永勝信さん 江上会長、牧幹事及び理事役員の皆様この一年間共に乗り切って行きましょう。私も会長エレクト
として榎本幹事エレクトと共に勉強をさせて頂きたく思いますので、よろしく御指導下さい。

平山寿則さん 江上会長、牧幹事、これから一年お世話になります。心遣いで子育てに集中できます。
帰宅した時には笑顔で迎えてくれる可愛い娘になりました。

荒木正雄さん 新年度、江上会長外役員諸兄就任頑張って下さい。21年間連続100％出席表彰ありがとうございます。
島田靖彦さん ①江上会長、牧幹事はじめ理事役員の皆様一年間ご苦労様です。②21年連続100％出席表彰あり

がとうございました。
水本由幸さん 女神大橋ウォーキング、打ち上げご参加の皆様、お疲れ様でした。
高木宏隆さん クラブ奉仕委員会担当の高木です。一年間6委員会の委員長及び委員の皆様の助力を得て大過なく

やっていきたいと思います。よろしくお願い致します。
水町好宏さん 今日から原田が会計の補助をさせて頂きます。皆様よろしくお願いします。
宮脇　茂さん 入会記念自祝。
松尾　保さん 入会記念自祝。毎年、6,7,8月にお祝いをして頂いてます。ありがとうございます。
横山達哉さん 本日より例会復活させて頂きます。やっと喪が明けました。よろしくお願いします。馬場・日高丸

ご苦労様でした。江上・牧丸の出港と無事の航海を祈念しております。
柳信良さん・吉原殖男さん･田中克憲さん・森信興さん・島崎義忠さん・草野志郎さん・松石六雄さん・久保昌二さん
四元永生さん・栗原博志さん・馬場政徳さん・日高豊久さん・寺坂基幸さん・川瀬隆史さん・勝野博文さん　

江上会長、牧幹事、一年間のご活躍を祈念申し上げます。　 7/3　ニコニコ累計93,000円


