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第 1138 回 例会記録 平成 20 年 7 月 29 日

期首会員 63 名 入会 0 名 退会 0 名 現在会員 63 名

2008 ～ 2009 年度ＲＩテーマ

四つのテスト

8 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

★第１ 卓 話
★第２ クラブフォーラム
★第３ ガバナー補佐訪問クラブ協議会
★ 8/12 例会休会

8 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕増崎進一さん
〔誕生祝〕河野圭一郎さん 松尾保さん 前田良治さん 原章夫さん
松石六雄さん 山口圭一さん 寺坂基幸さん 松尾悦次さん
勝野博文さん 吉田省三さん 島崎義忠さん
(入会祝)山内義三さん 池田賢一幸さん 吉田節哉さん
下田隆雅さん 勝野博文さん

＄＄ロータリーレート(7/1 より)＄＄

1 ドル 106 円

ご来訪ロータリアンの紹介
多久ＲＣ

飯盛康登さん

長崎ＲＣ 中村重敏さん

本日のプログラム
■点鐘
■国歌斉唱
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング「奉仕の理想」
■ご来訪者紹介並びに会長挨拶
■新会員の紹介
■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 北口会員・近森会員
■点鐘

本日は８月から始まる会員増強拡大月間を前に、地区より地区会員増強委員長
であられる多久ロータリークラブの飯盛庚登様に「会員増強の意義、重要性」
についての卓話をお願いしましたところ、遠路おいで頂き誠に有難う御座いました。今期は地区への
報告としては純増 1 名としておりますが、クラブ方針としては 2 名を必達目標としております。三宅
担当理事、徳安増強委員長を中心に会員皆様のご協力で目標が達成する事を願っています。飯盛地区
委員長この後の卓話よろしくお願いします。さて、今日 7 月 29 日はアマチュア無線の日です。
1954 年の今日、電波法改正に伴なうアマチュア無線電波開放を記念して、1973 年に日本アマチュア無
線連盟が制定しました。そして出来事としては、安政 5 年 6 月 19 日（グレゴリー暦 1858 年 7 月 29 日）
に日米修好通商条約が結ばれた日です。日本側は下田奉行井上清直（いのうえ きよなお）
、目付岩瀬
忠震（いわせ ただなり）
、アメリカの全権は駐日総領事タウンゼント・ハリスで、神奈川沖のポウハ
タン号上で調印しました。この条約は孝明天皇の勅許を得ぬまま井伊直弼が行い、彼は尊皇攘夷派から
暗殺される事になります。この条約はかなり不平等でしたが、他国の圧力を抑える為には当初として
は止得なかったと思われています。しかし、その後幕府はイギリス、フランス、オランダ、ロシアと
も結ぶようになっていきます。又、今日は現在上映されているアニメ「崖の上のポニョ」の監督宮崎
駿氏の映画「魔女の宅急便」が 1989 年に劇場上映された日です。宮崎監督は皆さんご承知のように、
スタジオジブリを舞台に「となりのトトロ」
（1988 年）
、
「もののけ姫」
（1997 年）
、
「千と千尋の神隠し」
（2001 年）の優れた作品を作り、数々の賞を頂いております。今日の誕生の著名人は 1883 年イタリア
ファシズムの創始者で知られる政治家ベニート・ムッソリニー、1937 年には第 82、83 代内閣総理大臣
橋本竜太郎、同じ政治家ですが 1887 年昭和の動乱期に外務大臣を務めた重光葵（しげみつ まもる）
も今日の誕生です。身近なところでは、好きなタイプの女優ですが秋吉久美子も今日です。もっと身近
では長崎市役所近くの飲食店「大判」の娘さんの坂上香織さんも今日が誕生日です。
1907 年には現参議院議長江田五月の父で元社会党党首江田三郎が、そして 1954 年は日本共産党中央委
員会幹部会委員長志井和夫が生まれています。以上「今日の歴史」でした。終わります。

**** 幹事報告 ****
例会変更・休会のお知らせ
〈変更〉長崎琴海ＲＣ 7/31(木)
〈休会〉長崎琴海ＲＣ 8/14(木)
長崎東ＲＣ
8/15(金)
ガバナー事務所夏季休暇
8/12(火)～ 8/15(金)
齋藤 寛会員がメーキャップを
されたイタリア・バーリーＲＣ
よりバナーを頂きました。

2007 ～ 08 年度
新会員推薦者へバッチ贈呈
ＩＡ(中野委員長) IAC 例会のお知らせ
安永勝信会長･島田靖彦会員
8/2(土)14 時～ 海星音楽室
馬場政徳会員･牧 文春会員
出席(木庭委員長) 出席率向上の件
欠席の方はメーキャップをお願い致します。 日高豊久会員
ゴルフ同好会(北口幹事) 第 1 回例会
8/31(日)雲仙ゴルフ場 9 時 36 分スタート
世界社会奉仕(牧委員長)グラバー奨学生の件
7/22 さよならパーティ、7/24 お見送り
御協力ありがとうございました。

**** 委員会報告 ****
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グラバー奨学生帰国

卓話
第 2740 地区
会員増強委員長
飯盛 康登さん
(多久ＲＣ)
「今日までの会員増強を
しながらの裏話」
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7/22(火)ホテルニュー長崎に於いて、グラバー奨学生
マルコム君の“さよならパーティー”が開催されました。
約 3 週間の滞在を終え、7/24 長崎空港より京都、奈良、
大阪の観光地を回り、スコットランドへ帰国致しました。

★★元会員の石井照男さんより安永会長宛届きましたお便りのご紹介★★
暑中お見舞い申し上げます。熱い日々が続きますがお元気で多方面にわたり、ご活躍のことと拝察致して
おります。大変ご無沙汰致しております。このたび、長崎西ロータリークラブの会長に就任された由お聞き
致しました。ますますのご活躍を祈念申し上げます。
小生、５月末にオランダのアーネムで７年前のオランダからの
交換留学生のヘラルド君とご両親にお会いしてきました。
彼も現在、大学卒業をまじかにひかえ元気でした。お世話になった
長崎西ロータリークラブの皆様に宜しく伝えて下さいとの事でした。
その時の写真ご参考までに添付いたします。ご覧下さい。
時節柄くれぐれもご自愛専一にお過ごし下さい。福岡方面に
お出かけの折には声をかけて下さい。
追伸：小生の長崎西ロータリークラブ在籍当時、お世話になった
皆々様のご健康とご多幸を祈念申し上げておることをお伝え頂ければ
幸甚に存じます。
2008．7 月盛夏
石井 照男 拝

中村重敏さん(長崎ＲＣ・世界社会奉仕委員長) トーマスグラバー奨学生、マルコムホワイト君の件、
コ・ホストクラブとしてお世話になりました。無事スコットランド・アバディーンへ帰国
致しました。今後ともよろしくお願い致します。
安永勝信さん 第 2740 地区会員増強委員長 飯盛康登様、本日はご来訪まことにありがとうございました。
会員増強の為の卓話、よろしくお願いします。
水本由幸さん 地区会員増強委員長 飯盛様、お忙しいところ、卓話ありがとうございます。
榎本延光さん 地区会員増強飯盛委員長様には、酷暑の中ご出席頂きありがとうございます。当クラブも
目標に向けて頑張りますので、今後とも宜しく御指導のほど、お願い致します。
田中克憲さん 暑中お見舞い申し上げます。
馬場政徳さん シティキャブ長崎６社２６０台は、長崎で初めてのタクシークールビズをスタートしました。
ご理解頂きまして、ご利用の程、よろしくお願い致します。
吉田節哉さん 安永会長、榎本幹事、12分の1クリアですね。まだまだ大変でしょうが、猛暑の中頑張って下さい。
川瀬隆史さん 北欧３国を回って、
無事帰って来ました。
ホテルのブッキング等でハプニングもありましたが、
新しい発見と経験を致しました。また、ＣＭ大賞受賞に会長始めお祝いの言葉をかけて頂き
ありがとうございました。
増崎進一さん 吉田節哉会員、
先日サンフリードよりお中元を頂きました。
美味しいお米をありがとうございました。
木庭吉昭さん 誕生日自祝。
2008-09 年度目標 1,800,000 円
７月累計
12,127 円
7/29 現在ニコニコ累計 151,000 円

ニコニコボックス
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