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第 1119 回 例会記録 平成 20 年 2 月 26 日

期首会員 70 名 入会 5 名 退会 7 名 現在会員 68 名
3 月度スケジュール
★第１
★第３

卓 話
卓 話

四つのテスト

ロー タリ ー は
分かちあい の心
2007 ～ 2008 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

3 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕田中嘉行さん 草野志郎さん 百武裕正さん
吉田省三さん 平山寿則さん 柳 信良さん 島田靖彦さん
〔誕生祝〕栗原博志さん 田中嘉行さん 山内義三さん
山下隆広さん 宮原増幸さん 石橋 均さん 江上徹也さん

★第２
★第 4

クラブフォーラム
観桜例会

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」
■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
■会員卓話 石橋 均さん
■点鐘

２４日の IM のご出席ご苦労様でした。 昨年我々のクラブが担当して早くも１年が
経過し、 今年は東長崎 RC の担当で地球環境とロータリー活動をテーマにして
開催されました。 私は懇親会のハミングバーズ出演の練習で、 第一部の田口パストガバナーの講演しか聞
けませんでしたが、 いくつかのテーマの中で印象に残った事をお伝えします。 国際ロータリーはポリオ撲滅の
ための１億ドル募集を再開する事を決定したそうですが、 途上国の感染症研究のリーダー的地位にある長崎
大学熱帯医学研究者の専門家によると、 ポリオのようなヴィールス疾患の撲滅はかなり困難な事業だそうです。
既に限定的な地域、 散発的患者発生という状況に改善しているので経費効率を考えると、 いまこそポリオ
を卒業してロータリーをあげて地球温暖化防止に立ち上がる時期ではないかと主張されました。 国際ロータ
リーは米国の影響力が強いわけですが、 京都議定書をボイコットした米国政府と同じくロータリー本部も環
境問題には本腰をいれてくれないようです。 ゴア元副大統領は 「不都合な真実」 でノベル平和賞を受賞
しましたが、 彼自らの豪邸のエネルギー消費も又不都合な真実です。 経済活動や生活の快適性と地球
温暖化防止はこのように総論賛成、 各論反対になる事が多いわけですがロータリアンとしてその矛盾をどの
ように折り合いをつけて地球を守る事に協力するべきか、 色々考えさせられるお話でした。

** 学位取得報告とお礼 ・ 米山奨学生チョン ・ ソッホさん **
長崎西ＲＣの皆様に経済面、 その他いろいろな支援を頂き、 お陰様で
学位を取得出来ました。 この気持ちをどう表現していいかわからなくて、
言葉じゃなく頭を下げて、 お礼と感謝の気持ちをお伝え致します。

幹事報告

例会変更のお知らせ 長崎中央ＲＣ 3/24(月))観桜会例会の為 18時～ サンプリーエール

〔結婚祝〕 劉 済昌さん 〔誕生祝〕 渡邊修志さん 近森栄太郎さん

委員会報告

ゴルフ同好会(日高幹事) 第 5 回ゴルフコンペの訂正とご案内
前回メール配信の週報にて、4/20 の第 5 回ゴルフコンペをペニンシュラと掲載致して
おりましたが、5 月に開催されますグループの親睦ゴルフ大会会場のパサージュ琴海
に変更となりました。今年こそ大会の上位入賞を目指し、練習致しましょう！！
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NPO 法人 世界遺産長崎チャーチトラスト
理事兼事務局長
柿森 和年さん
「世界遺産に向けての展望」

雑学

善玉コレステロールを増やすには・・・

コレステロール自体には、
善玉も悪玉もありません。
コレステロール単体として、血液の中にあるのではなく、
アポ蛋白と結びついて存在しています。その比重が大きい
ものが善玉コレステロールと呼ばれています。
比重の小さい
悪玉が血管に沈着し、動脈硬化を作るのに対して、これを
はぎ取って肝臓まで運んでくれるのが、
善玉コレステロール
と呼ばれています。このコレステロールを増やす方法は、
1 回 30 分以上、1 週間 2 時間以上の運動をする事です。
1 回あたり 30 分以下ではほとんど効果がありません。
30 分以上 10 分増すごとに善玉コレステロールが
1.4mg/dl 増えると言われます。

2/24(日)ＩＭが、 東長崎ＲＣを
ホストに、 今年度は 「地球環境へ
のROTARY SHARES」 をメイン
テーマとして長崎厚生年金会館で
開催されました。

ゴルフ同好会よりお知らせ
第３４回親睦ゴルフ大会(市内 10 クラブ)が、 5 月 11 日(日)
パサージュ琴海アイランドゴルフクラブにて開催。
参加費 6,000 円プレー費 16,970 円案内は後日 FAX 致します。

３月の卓話予定
3/4
3/18
馬場政徳さん
徳安 恂さん
榎本延光さん
金丸英幸さん

渡邊修志さん
森 信興さん
近森栄太郎さん

石橋 均会員「ISO 取得について」
海上自衛隊航空第 22 群指令 山本海将補

高橋市郎さん、
諏訪神社のカレンダーありがとうございました。
家内が大変喜ぶと思います。
本日の卓話者、柿森和年さんは、長年の友人でもあります。本日はよろしくお願いします。
欠席が多くてすみませんです。
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。入会歴の浅い方も、今後
どんどん参加し、勉強されると良いと思います。
チョン・ソッホ君「博士」の学位が授与され、おめでとうございます。日頃の努力の賜です。
カウンセラーとしても至上の喜びです。西ロータリークラブの皆様、ご支援をありがとう
ございました。
本日７３回目の誕生日を迎えました。誕生日自祝。ＩＭ欠席して申し訳ありませんでした。
その代り、薩摩富士と呼ばれている開聞岳(992m)、野間岳(591m)に快晴の中、登らせて頂きました。
結婚記念日自祝。きれいな花をありがとうございました。
今日で 40 歳になりました。まだまだ経験、知識、人格不足でありますが、皆さん新人の
私ですが、今後共御指導の程、宜しくお願いします。
2007-08 年度目標 1,800,000 円
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