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第 1095 回 例会記録 平成 19 年 8 月 21 日

期首会員 70 名 入会 0 名 退会 3 名 現在会員 67 名
8 月度スケジュール
★第１
★第３

卓 話
★第２ クラブフォーラム
ガバナー公式訪問並びにクラブ協議会

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

8 月の結婚・誕生・入会祝い

〔結婚祝〕 川島祥一さん 福田盛嗣さん
〔誕生祝〕 河野圭一郎さん 川島祥一さん 松尾 保さん
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〕12 年山内義三さん 10 年池田賢一さん 8 年吉田節哉さん
6 年下田隆雅さん 3 年柿川照穂さん 1 年勝野博文さん
1 年水町好宏さん 1 年川島祥一さん

本日のプログラム
ガバナー公式訪問並びにクラブ協議会
■点鐘
■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
■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
■ガバナー基調講演
■お礼の言葉並びにバナー贈呈
■点鐘
■記念写真撮影
■クラブ協議会

お盆休みで２週間振りの例会ですが夫々の 「お盆」 を過された事と思います。
日本列島は各地で観測史上最高の猛暑を記録し、４０°を超える気温も大都市
周辺の内陸部で記録されております。 長崎県は海の恵みのためかそれほどの高温にならずありがたいことです。
北極海の氷が予想を上回る早さで減少している衛星写真や、 アルプスの氷河が急速に後退している映像に衝
撃を感じました。 自分が子供の時代の気候の感覚から判断しても年々温かくなる冬、 厳しくなる猛暑など地球
は加速度的に温暖化の道を辿っていることは間違い無いような気がします。個人の感覚レベルでは地球がなにか
おかしいと感じても政府レベルになると炭酸ガスの排出規制は先進国、 途上国それぞれが自国の利益を優先
して京都議定書の目標は達成できそうにありません。
森が火事になりそこに住む多くの鳥が逃げ出したにも拘らずハチドリだけは 「今自分にできることをする」 と小さ
なクチバシで一滴の水を火に注ぐ事を繰り返す南米インディオの童話があります。 当分我々は 「ハチドリの１滴、
ロータリアンの２滴」 をモットーに家庭と会社でできるエコロジーを実践するしかなさそうです。
この猛暑の中を長崎の高校球児はがんばっております。 長崎日大はこのあと佐賀北と準決勝を戦います。
野球ファンにとっては仕事どころではない午後になりそうですが、 来週ガバナー訪問される野口先生は、 佐賀の
出身です。 ガバナーから 「お祝い」 を受けるか、 我々が 「お祝い」 をのべるか、 最近佐賀県は 「ガバイばあ
ちゃん」 のパワーであなどれません。 好試合を期待しようとおもいます。 今日はこのあとガバナー訪問例会とクラブ
協議会の予行が計画されておりますが、 あらためて来週の御出席をよろしくお願いしておきます。

幹事報告

米山奨学生 チョン・ソッホさん例会出席
次回 8/28 例会は、 ガバナー公式訪問
並びにクラブ協議会です。｡皆様多数のご出席をお願い致します。 会場は 13 階桃林

〔誕生祝〕 山口圭一さん 寺坂基幸さん
松尾悦次さん 勝野博文さん
〔入会祝〕 8 年 吉田節哉さん 1 年 川島祥一さん

委員会報告

ゴルフ同好会(日高幹事) 8/26 に予定致しておりました第 1 回ゴルフコンペは、 都合により
延期(9/9)となりましたので、 よろしくお願い致します。
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西会開催
ガバナー公式訪問並びにクラブ協議会予行練習

直前会長 馬場政徳
「涙が出るほどいい話」
「小さな親切」運動本部 編 河出書房新社
若い頃に比べ、 本を読まなくなりました。
出張の折に電車の中で読もうと思って買った本も最後
まで読まないままに本箱にたくさん眠っています。
１年ほど前に同じような状況で買った 「涙が出る
ほどいい話」 は２時間の車中にちょっとしか読め
ません。なぜなら、人一倍涙もろい私には１ページ
を読む度に涙が溢れて先に進まないのです。
でも、 何度も繰り返して読んでいますが、 読む度
に細い眼が洪水を起こします。 世の中には善意に
満ちた人達がこんなにいるのだと思うと嬉しく
なり、 読む度に感動して洗眼をしています。
吉原殖男さん 田中先生、いつも楽しいスナップ
写真を頂き、
ありがとうございます。
山口圭一さん 甲子園長崎日大高校の決勝進出を
祈念します。本日午後はテレビで
応援しましょう。
松尾 保さん 母校日大高校頑張れ!
松石六雄さん 誕生日自祝。
松尾悦次さん 誕生日自祝。
2007-08 年度目標 1,800,000 円
8/21 現在 ニコニコ累計 166,000 円

雑学

処暑 8 月 23 日(木)

二十四節気のひとつ。太陽の黄経が150°に達した日
(太陽暦の8/23か24)に始まり白露(9/8か9)の前日ま
での約15日間であるが、現行暦ではその時期の第1日
目をさす。立秋も過ぎて暑さも止まり
いわゆる残暑の時期となる。
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8/21(火)西会が、 会員間の親睦と情報交換並びに
ロータリーについての疑問等、 楽しく語り合う
ことを目的に、 草花洛にて開催されました。
今回はロータリー情報委員会 吉原殖男委員長によ
る講義で、 この委員会は会員候補者にロータ
リークラブ会員の特典、 責任について知らせ、
会員 （特に新会員） にそれらをよく理解しても
らう他、 ロータリーの歴史、 綱領， 規模、 活
動状況を知らせたり、ロータリーの方向について
資料提供を任務とするとあります。新会員の皆様
と共にロータリーの 「心」 について勉強したい
と考えての勉強会となりました。

☆★ロータリーの友・インターネット速報★☆
----ポリオまん延を防ぐために---7 月13日、この21年間ポリオ発症の事例がなかった
オーストラリアで、22 歳のパキスタン人の学生が
ポリオを発症しました。国を挙げて保健上の警戒
態勢が取られましたが、8 月 9 日、学生は無事回復
し病院を退院しました。その学生は、原生ポリオ
感染の阻止に成功していない 4 か国のうちの 1 つ
であるパキスタンに帰国した際に感染し、まひな
どのポリオの症状が出たため、メルボルンの病院
に収容されました。また、先月にはアフリカの
チャドでポリオ発症が伝えられ、ロータリーのポ
リオ・プラスパートナープログラムは、政情不安
が続く隣国のスーダンへの感染を防止するため、
緊急に 24 万 1,000 米ドルを拠出しました。
国際ポリオ・プラス委員会委員長のロバート S.
スコット氏は「これらは、たとえポリオのない国
であっても、飛行機でほんのひと飛びするだけで
ポリオが広がることを証明するものだ」とし、ポ
リオ・プラスプログラムの継続を訴えました。
市内ロータリークラブ例会曜日・例会場

月
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