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★第１ クラブアッセンブリー　

★第２ クラブフォーラム

★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
　　　「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
■会員卓話　山下隆広さん
■点鐘

〔誕生祝〕 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

(入会祝)　 日高豊久さん　　水本由幸さん　 三田光雄さん
田中嘉行さん 宮脇　茂さん 松尾　保さん

　　　　　 山口圭一さん

長崎ＲＣ　 中山義一さん　　長崎ＲＣ　 藤木　博さん
長崎ＲＣ 柴田正範さん 長崎ＲＣ 中村重敏さん

2008～ 2009年度ＲＩテーマ

　         第 1136回 例会記録　平成20年7月8日

2 0 0 8 ～ 2 0 0 9 年度  ＮＯ 2

Nagasaki  West  Rotary   Club
長崎西ロータリークラブ週報

　　7月度スケジュール
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

本日のプログラム7月の結婚・誕生・入会祝い

ご来訪ロータリアンの紹介

　 　  　         　 本日は長崎ロータリークラブと協賛し、 スコットランド、 アバディーン ・
　　　         　     　バルゴニーＲＣと行っておりますトーマス ・ ブレイク ・ グラバー奨学生交換
事業で英国スコットランドよりマルコム ・ ホワイト君が派遣され、 当クラブへ訪問されました。
1996 年より毎年受入と派遣を交互に行い、 今年で 13 回目となります。 今年は長崎ＲＣがお世
話役となり、 西クラブがお手伝いする事になります。 昨夜は歓迎会を開催しましたところ、 当
クラブよりも多数の参加を頂き有り難う御座いました。 詳しくは後ほど長崎クラブの中村委員長
よりお話して頂きます。 中村さんよろしくお願い致します。
　さて、 今日7月8日は7と8の付いた日ですので、 語呂合わせで沖縄県の那覇の日だそうです。
出来事としては、 1994 年の今日７月８日は日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋さんがスペース
シャトルで宇宙へ旅立った日です。 彼女は 1952 年群馬県生まれで、 慶応義塾大学医学部卒の外
科医です。 8 日から 23 日まで宇宙に滞在し、 金魚の宇宙酔いなどの実験をしています。
　又、 1998 年 10 月 29 日より 11 月 7 日まで 2 度目の飛行をしています。 更に、 興味があるの
は、 彼女は解離性動脈瘤で入院した、 私の尊敬する石原裕次郎の担当医だったそうです。
　又、 1864年には京都三条木屋町、 旅館 「池田屋」 で長州藩尊皇攘夷派が近藤勇率いる新撰組
に襲撃された日でもあります。 ７月８日生まれの有名人は、 最近頻繁にテレビに出演しています
映画監督の三谷幸喜(1961 年)や、 国際弁護士の八代英輝(1964 年)がいます。
　又、 成功するまでは、 無慈悲で強引な経営で財を成し、 スタンダード石油を世界一のオイルカ
ンパニーにしたジョン ・ ロックフェラーも1839年のこの日に生まれています。 しかし彼は、 後
には1890年シカゴ大学を創設し、更にロックフェラー大学を創設、又ロックフェラー財団を創り、
多くの慈善事業を行っています。 そして、 1586年秀吉の家臣だった蜂須賀正勝・ 通称 「子六」
の没年です。 又、 1994 年お隣の北朝鮮金日成国家主席が亡くなった日でもあります。
以上 「今日の歴史」 でした。 終わります。

 

****　幹事報告　****
　〔誕生祝〕
久保昌二さん　
百武裕正さん　
　(入会祝)
宮脇　茂さん　

　例会変更のお知らせ
　長崎出島ＲＣ　7/11(金)18時～ホテルニュー長崎

クラブ協議会並びに年度初め懇親会の為
　長崎東ＲＣ7/25(金)18時～サンプリエール

新年度懇親会の為
　長崎北東ＲＣ7/30(木)18時45分～長崎厚生年金会館

納涼例会の為

＄＄７月のロータリーレート＄＄　　1ドル　106円

****　委員会報告　****

 

ＩＡ(中野委員長)
　7/5(土)海星高校において例会を
　開催。現在部員は12名、ロータ
　リアン4名の出席でした。7/19(土)
　の例会もよろしくお願いします。
青少年(寺坂委員長)
　高島釣り大会9/21、西会9/20



7/7(月)グラバー奨学生のマルコム・ホワイト君の歓迎夕食会

がホテルニュー長崎に於いて開催されました。

NWRC SINCE Oct.1984

長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
　　会　長　　安永　勝信
　　幹　事　　榎本　延光
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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/
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　　　　　　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 松尾悦次　　増崎進一　　吉原殖男　　吉田良尚
編　集 中田久美子（事務局）

ニコニコボックス

安永勝信さん ①本日はマルコム・ホワイト君がスコットランドより来訪されました。ウエルカム、ミスター
ホワイト！！②インターアクト中野委員長、先週は連絡なしに欠席しまして申し訳ありません
でした。「アル中ハイマー」が年々ひどくなっているようです。ごめんなさい。

江上徹也さん トーマス・グラバー奨学生マーカム君の訪問を歓迎して。丁度海の記念日が我が家のホームステイ
にあたりますので、嶽本さんと一緒にヨットに招待しようと思います。

榎本延光さん マルコム・ホワイト君の来日を心から歓迎致します。200%楽しんで友達を沢山作って下さい。
山口圭一さん マルコム・ホワイト君、日本を楽しんで下さい。心より歓迎致します。
日高豊久さん 梅雨も明けました！安永会長、榎本幹事夏バテしないで1年のスタートを切って下さい。
寺坂基幸さん 安永親分？の船出の例会に出席出来ず申し訳ありませんでした。お詫びにニコニコします。
吉原殖男さん 出席皆勤(ニコニコ)健康に恵まれ100%出席出来ました。
松尾　保さん 昨夜の0時頃に珍しく天の川が出てました。先週入会記念でニコニコするのを忘れてましたので改めて。
宮脇　茂さん 入会6年目に入りました。今年こそは出席100%目指して頑張ります。
三田光雄さん 入会記念自祝。

2008-09年度目標　1,800,000円　7/8現在　ニコニコ累計　103,000円

　≪委員長行動計画発表≫

　　　 栗原博志ＳＡＡ委員長 ・ 柳　信良会員選考委員長 ・ 久保昌二ロータリー情報委員長

　　　 日高豊久親睦活動委員長・松尾悦次クラブ会報委員長・嶽本剛平記録保存・雑誌委員長

　　　 山田恭裕人間尊重委員長・吉原殖男環境保全委員長・劉　済昌国際青少年計画委員長

　　　 森　信興ロータリー財団委員長・田中克憲米山記念奨学委員長・寺坂基幸青少年委員長

 

劉済昌会員へ地区より国際
青少年交換委員の委嘱状
が伝達されました。一年間
宜しくお願い致します。

国際青少年交換地区委員

　　　委嘱状伝達

★長崎ＲＣ　世界社会奉仕委員長　中村重敏さん
　今年度のグラバー奨学生事業は、長崎ＲＣがホストクラブです。マルコム君は
　21歳のアバディーン大学の医学部の4年生です。これから3週間貴クラブの
　ご協力のもと事業を進めていきたいと思います。よろしくお願い致します。
★第13回グラバー奨学生　マルコム・ホワイト君
　皆様こんにちは。私はトーマス・グラバー奨学生に選ばれ大変興奮致しました。
　ロンドンより日本に来ることができ、こういう機会を与えて頂き感謝しています。

トーマス・Ｂ・グラバー奨学生、マルコム・ホワイト君来訪

グラバー奨学生事業とは・・・

 

1995年 5月、トーマス・B・グラバーの出身地、

英国アバディーン市のアバディーン・バルゴニーRC

より『彼は、19世紀、日本の産業の発展及び

スコットランドと日本の絆に大きく貢献しました。

私どもはロータリークラブの動きを通して、この絆

を再び設立させたく思っております・・・・』旨

の手紙が長崎市全てのロータリークラブに提出

され、長崎RCと長崎西RCがこの計画を引受け、

毎年交互にトーマス・ブレイク・グラバー奨学生

の短期交換留学を実施し、両市の友好と若者の国

際交流を支援致しております。因みに、グラバー

氏の長男、倉場富三郎氏（1870～1945)は、長崎

RCのチャーターメンバー（1936年)でありました。

 

奨学生OBの

別所優希さん

峰　貴之さん


