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第 1096 回 例会記録 平成 19 年 8 月 28 日

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

会員卓話
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

9 月の結婚・誕生・入会祝い

〔結婚祝〕 吉原殖男さん 安永勝信さん
〔誕生祝〕 池田賢一さん 劉 済昌さん 下田隆雅さん
高野一廣さん 金丸英幸さん 川瀬隆史さん 嶽本剛平さん
馬場政徳さん 水町好宏さん
〔入会祝〕19年安永勝信さん 18年馬場政徳さん 15年熊澤 悟さん
12 年深堀俊一さん 11 年吉田省三さん 11 年木下泰之さん
5 年山田恭裕さん 5 年松尾悦次さん 2 年川口輝彦さん

★第２
★第 4

卓話
観月例会(式見ハイツ)

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
■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 北口功幸会員
■点鐘

ガバナー公式訪問例会並びにクラブ協議会
RI 第 2740 地区 野口 清ガバナー(佐賀 RC) 山本康徳副幹事(牛津 RC)
岩永信昭第 9 グループガバナー補佐 (長崎北東 RC)
長崎ＲＣ
山下新太郎さん
長崎ＲＣ
柴田正範さん
長崎中央ＲＣ 中島熊雄さん

今日は野口ガバナー、岩永ガバナー補佐、山本地区副幹事をお迎えしての
ガバナー公式訪問例会です。先週の例会は丁度高校野球の準決勝、長崎日大
対佐賀北の対戦直前でした。既に広島の古豪、広陵高校が決勝進出を決めており、どちらが勝っても
そこまで！と思っていたのは私だけではなかったと思います。結果はご承知のように佐賀の公立高校
の普通の高校球児が全国制覇を成し遂げて、猛暑の日本列島に爽やかな風を巻き起こしました。
改めて佐賀からお見えのガバナー、
地区副幹事に準決勝で敗れた長崎県民としてお祝いを申し上げます。
甲子園は終わりましたが長崎市民としてはまだ後楽園の実業団都市対抗野球、三菱重工長崎造船が
勝ち残っております。特に我がクラブには野球部の元監督が二人おられますので活躍を楽しみにした
いと思います。この一週間の活動報告としてはトーマス・グラバー記念派遣奨学生、峰 貴之君が長崎
市長からアバディーン市長への親書を携えて出発しました。
ロータリーの親善大使として早速スコット
ランドでの活動を元気に開始しました。ガバナーからはこの後、国際ロータリーの最近の方針や、今
年度の地区のロータリー活動に対するお考えを卓話のなかで伺います。我々の今後の参考にしようと
期待しております。例会の後のクラブ協議会の中では質疑応答の時間も設定されております。経験豊
かなガバナーに疑問や要望をお伝えする良い機会でも有りますのでご利用頂きたいと思います。

幹事報告

長崎東 RC

9/7(金)休会

9/14(金)観月会の為 18 時～サンプリエール

《誕生》島崎義忠さん・吉田省三さん 《入会》10 年池田賢一さん

委員会報告

青少年(松尾保委員長) 恒例の高島魚釣り大会を 9/16(日)に開催致します。
今回は、 日程の都合により不参加の浦上養育院を除く、 マリア園、 明星園の 2 施設をご招待し
高島幼稚園､小中学校合同の運動会にも参加させて頂きます。 多数のご参加をお願いします。
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本日は、11時よりガバナーとの懇談会、公式
訪問例会、例会終了後のクラブ協議会と続
きました。公式訪問では、野口ガバナーに
よる基調講演、国際ロータリーの話など、
時折ジョークを交えながら、肩の凝らない
公式訪問となりました。例会終了後のクラ
ブ協議会では、各担当理事、関係者の方々
の報告、
岩永ガバナー補佐の講評、
質疑応答等、
皆様のご協力により、西クラブカラーのあ
ふれる素晴らしい協議会となりました。

トーマス・グラバー奨学生
市長表敬訪問・アバディーンへ出発
アバディーンへの出発を明日に控えた 8/22(水)
第 12 回グラバー記念奨学生の峰 貴之さんは、
出発の報告と長崎市長からアバディーン市長への
メッセージをお預かりするため、田上市長を表敬
訪問致しました。当日は、長崎 RC の江口様始め、
当クラブの世界社会奉仕委員会関係者、第6回派遣奨学生の別所さん
にも同行して頂き、田上市長と楽しく懇談致しました。また 8/24
には無事到着したとのメールがアバディーンより届きました。

8/23 長崎新聞掲載

野口清ガバナー 本日は宜しくお願い致します。ロータリーを楽しみましょう。
江上徹也さん 野口ガバナー、岩永ガバナー補佐、山本地区副幹事の訪問を歓迎して。野口ガバナーとは、
地区の青少年交換委員として汗を流した時期がありました。ロータリーの御縁を感じます。
本日はよろしくご指導下さい。
島田靖彦さん 野口ガバナーのご来訪を歓迎します。佐賀北高の甲子園での優勝おめでとうございます。
牧 文春さん ガバナー、ガバナー補佐、地区副幹事の御来訪に感謝します。
安永勝信さん 野口ガバナー、岩永ガバナー補佐、山本地区副幹事の御来訪にニコニコ。
榎本延光さん 猛暑の中、野口ガバナー他地区幹部の方々のご来訪を心より歓迎致します。本日のご指導を
宜しくお願い致します。
渡邊修志さん・高橋市郎さん・田中克憲さん・森 信興さん
野口ガバナー、岩永ガバナー補佐、山本地区副幹事の訪問を心より歓迎致します。
栗原博志さん ①野口ガバナー公式訪問を歓迎致します。②8/22第12回トーマス・グラバー記念奨学生、峰貴之君、
第 6 回派遣の別所さん、安永会長ｴﾚｸﾄ、牧幹事、北口理事、長崎 RC より江口担当委員長、それ
に私と市役所で、田上市長に表敬訪問をして参りました。
石橋 均さん 昨日、ISO 審査で奈良法隆寺そばに行ってきました。帰り愛車が田舎道で落輪し大騒ぎ!
近所の方々に持ち上げてもらい、帰り着く事が出来ました。JAF 代が掛かりませんでしたので・・。
水本由幸さん 初盆の処理が一切終わりました。お世話になりました。
宮脇 茂さん 都市対抗一回戦、関東の強豪であるホンダに6対4逆転で勝利しました。6年振りの一回戦勝利で、
久しぶりに興奮しました。二回戦は9/1、14時からトヨタ自動車と対戦します。昨年一回戦で敗
れており、選手一同リベンジに燃えています。この試合に勝ち、更に勢いを付けて貰いたいも
のです。試合はケーブルテレビで録画放送がありますので、ご声援を宜しくお願い致します。
川瀬隆史さん 私共の光ケーブルを、大村湾沿いに北へ延伸していますが、今日、佐世保の九州テレコムさん
へ接続しました。北から南まで長崎県の人口の６０％強をカバーするネットワークを作る事が
出来ました。どうぞ皆様御利用下さい。
川島祥一さん 誕生、結婚、入会祝い自祝。遅くなりました。今後とも宜しくお願い致します。
2007-08 年度目標 1,800,000 円
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長崎西ロータリークラブ
発刊日 毎週火曜日（翌例会日）
クラブ奉仕 クラブ会報委員会
森 信興 石橋 均 栗原博志 劉 済昌 馬場政徳
中田久美子（事務局）

