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2006 ～ 2007 年度 例会記録 平成 19 年 2 月 20 日 第 1072 回 ＮＯ 30

期首会員 66 名 入会 7 名 退会 3 名 現在会員 70 名
3 月度スケジュール
★第１
★第 3

卓 話
卓 話

★第２
★第 4

四つのテスト
1. 真実かどうか

LEAD THE WAY
2006-2007 年度テーマ

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

2 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕 宮脇 茂さん・原 章夫さん・森 信興さん
横山達哉さん・劉 済昌さん
〔誕生祝〕 武藤雅弘さん・徳安 恂さん・山川 晃さん
渡邊修志さん
〔入会祝〕 1 年 河野圭一郎さん

ご来訪ロータリアンの紹介

長崎ＲＣ

上田良樹さん

クラブフォーラム
夫人同伴観桜例会

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
「手に手つないで」
■ご来訪者紹介
■本日のプログラム及び会長タイム
■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
■点鐘

長崎出島ＲＣ 谷川喜一さん
米山奨学生 チョン・ソッホさん

本日のプログラム
及び会長タイム

例会変更のお知らせ
長崎北東ＲＣ 3/15〔木〕長崎琴海ＲＣとの合同例会の為17時30分～パサージュ琴海

幹事報告
今週のお祝い

《 結 婚 祝 》 森 信興さん・横山達哉さん 《誕生祝》山川 晃さん
インターアクト〔中野委員長〕 3/3〔土〕13 時よりホテルニュータンダに
おいて、海星高校ＩＡＣの 3 年生の追い出し会を開催致します。
会費は 2000 円でアルコールはでません。

委員会報告
★お知らせ★

皆さん、こんにちは。18日開催しましたＩＭは、皆様方の多大なご協力と
クラブ挙げてのチームワークで、
大成功で無事に終了することが出来ました。
またガバナー始め、
他クラブの皆様から非常に楽しいＩＭだったと賞賛を
頂きました。特に江上先生には、ユーモアを交えながらの講演は大評判
で、きっとロータリアンの患者さんが殺到するのではないかと思います。
何よりも無事に終了したことがたいへん嬉しく思っております。
皆様、ご苦労様でした。本日の卓話は会員卓話で、平山寿則さんです。

山口圭一会員、長崎ダイヤモンドスタッフ㈱のＦＡＸ番号変更

新 FAX 864-1004

長崎今昔写真館

昭和 36 年

天主堂と観光バス
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平山寿則税理士事務所
所長 平山寿則さん
「税制改正の流れ」
2006-07 年度インターシティ・ミーティング開催
去る 2/18〔日〕ホテルニュー長崎において、第 9・第 10
グループのＩ・Ｍが当クラブをホストクラブに開催されました。
菅奎二郎氏と江上徹也会員の講演も大好評で、大成功にて
終了致しました。皆様、お疲れ様でした。

RI ニュース 142 号

“Rotary Shares" へのロータリアンの反応（2007 年 1 月 31 日）

2007-08 年度のテーマ “Rotary Shares" は貴方と貴方の地区にとり、 どのような意味を持つでしょうか。
下記は、 国際協議会に参加の幾人かの感想です。 印度、 ピユーン （Pune） からのヴィネイ ダッタトレイ クルカレニ （Vinay Dattatray
Kulkarene） 3130 地区ガバナー エレクト ： “我々が知識を共有し、 地域の必要とする人達と資源を分ち合う事です” 米国、 ペンシル
ベニア州、 ユニオンタウン （Uniontown） からの 7370 地区、 グエンドリン リッジレイ （Gwendolyn Ridgeley） 地区ガバナー エレクト “Ｒ
otary Shares は、 狭くても、 広い規模でも、 更に変革を続ける事が出来る”。 米国、 ユタ州、 プロボ （Provo） の、 デイーン ジャ
クソン(Dean L.Jackson)地区ガバナー エレクトは “ロータリーの全力を使い、 目に見える方法で、 同僚会員のみならず、 地元にも
分ち合う機会です。 更に、 我々の持っている資源を再評価して、 我々よりも恵まれない人達が使用出来るようにする事を思い起さ
せます” 豪州、 ニュー サウスウエールズ、 ラプストーン （Lapstone） からのボブ Ｊ． エイトケン(Bob J.Aitken)元地区ガバナーで、 ロー
タリーの友の豪州版、ロータリー ダウンアンダー(Rotary Down Under)の編集者は“最近の最も完全なテーマの一つで。Lead the Way
(率先しよう)のように率先して、 全員が自分から関与する事を推進します”

ニ コ ニ コ Ｂｏｘ
馬場政徳さん ①ＩＭが無事に、また大成功で終わりました。皆様、大変御苦労様でした。②嶽本さん、
長崎大学医学部大学院合格、おめでとうございます。4 月から「ピカピカの 1 年生」ですね。
日高豊久さん 西クラブの団結力で、ＩＭも無事終わりました。皆さんに感謝致します。ありがとうございました。
吉原殖男さん ＩＭ実行委員の皆様、御苦労様でした。
田中克憲さん ホストクラブとして、2 月 18 日開催されました「ＩＭ」皆さん、大変お疲れ様でした。
馬場会長のプランニング、井上司さんの実行プランニング、大好評でした。
宮原増幸さん ＩＭ参加の皆さん、ご苦労さんでした。
三宅敏彦さん 18日ＩＭ、会長始め参加の皆さん御苦労様でした。2部では、菅さんと東クラブのメンバーで、
菅さんも絶好調で話しは下がりっぱなしで、会話は盛り上がりました。
安永勝信さん ①ＩＭお疲れ様でした。江上エレクト講演良かったですよ。大成功でした。②タケちゃん、
大学院入学おめでとう。③吉田良尚さん、東京生活、身体に気をつけて頑張って下さい。
井上 司さん 2/18 インターシティ・ミーティング、ご参加の皆さん、お疲れ様でした。西クラブ会員
の団結力の素晴らしさを改めて感じさせられました。ご協力に感謝申し上げます。
水本由幸さん 皆様、ＩＭお疲れ様でした。
嶽本剛平さん ＩＭお疲れ様でした。大学院合格自祝。
草野志郎さん 検査の為、3 週間程大学に入院しました。お陰で色が白くなり、南の国へ行っても現地
の人に間違われそうにありません。
牧 文春さん 日高さん、残念でした。草野さんが元気になって戻ってきました。
北口功幸さん 2/16 午後 6 時、関東地方の「日テレ」
“大公開、鉄人シェフ”の番組で、京華園の「手
作り豚角煮まんじゅう」が取り上げられ、電話とインターネットでの注文が殺到しました。
劉さんに「おめでとうございます」と言ったのですが、
「ランタンの忙しい時期に困るばい！」
と言われてました。しかし「ニヤ～」とした一瞬の顔が印象的でした。
勝野博文さん 不参加が続いてしまい、申し訳ありませんでした。

★★ 2006-07 年度目標 1,800,000 円 2/20 現在 1,084,200 円★★
長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
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幹 事

馬場 政徳
日高 豊久
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