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第 1099 回 例会記録 平成 19 年 9 月 18 日

期首会員 70 名 入会 1 名 退会 4 名 現在会員 67 名
10 月度スケジュール
★第１
★第３

卓話
職場訪問例会

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

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
長崎ＲＣ
長崎ＲＣ

山下新太郎さん
中山義一さん

★第２
★第 4

卓話
卓話

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
■卓話
■点鐘
長崎ＲＣ

柴田正範さん

江上会長欠席の為、二度目の代行です。
さて、１２日の安部総理の辞任発表にはびっくり致しましたが、皆様
も一応に驚かれたのではないでしょうか。９月２３日には、新しい自民党総裁が決定するようで
すが、地方と都市部の格差が少しでも是正される政策を期待したいところです。
ところで、安部総理が掲げたスローガン「美しい国」は、逆から読むと「にくいしくつう」とな
ります。色々なアクシデントはありましたが、上から読んだら美しくても、下々の下から読んだ
ら苦痛になる政治では、持続が難しかったのでは？

幹事報告

例会変更並びに休会のお知らせ
《変更》

《休会》

長崎中央ＲＣ 10/1(月)観月例会の為 18 時３０分～ 京華園
長崎北東ＲＣ 10/17(水)観月例会の為 18 時３０分～ 長崎厚生年金会館
長崎琴海ＲＣ 9/20(木)観月例会の為 19 時～ らりあっと
長崎ＲＣ 10/4 ・ 長崎西ＲＣ 10/9 ・ 長崎南ＲＣ 10/17 ・ 長崎北東 10/24

《誕生》 金丸英幸さん 川瀬隆史さん 嶽本剛平さん
《入会》 15年 熊澤 悟さん 11年 吉田省三さん

委員会報告

インターアクト(三田委員長)月１回の海星高校インターアクトの例会で、
会員の皆様に３分間
スピーチをお願いしておりますが、その中で齋藤長大学長のスピーチに部員が感動し、
是非全校生徒に聞かせたいと 9/29(土)12 時～ 13 時まで講演をされます。
会員の皆様もメーキャップにもなりますので多数ご参加下さい。
社会奉仕(嶽本理事) マリア園毛布クリーニングのご案内
9/20(木) 9 時搬出 16 時搬入、多数のご参加をお願い致します。
青少年(松尾保委員長)高島魚釣り大会が悪天候のため、9/16(日)から 23 日(日)に変更と
なりました。 再度ご案内をしておりますので、多数のご参加をお願い致します。
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健康生きがいづくり長崎県協議会会長

南 敏泰さん
「生きいきと輝いて生きるために」

幹事エレクト 榎本 延光

グラバー奨学生
帰国報告
皆さん、こんにちは。
グラバー奨学生の峰貴之
です。アバディーンでは
3 週間滞在しました。
ホームステイは、パルゴ
ニーＲＣ会長宅やアバディーン大学で講師をして
いる日本人の関えりか先生宅、その他農場経営者
の方やいろんな方にお世話になり、前回奨学生で
あったカトリオーナ・ワットさんに街を案内して
もらいました。
また長崎市長よりアバディーン市長
へのお手紙をお渡しし、
返事も預かって参りました。
「スコティッシュ・サムライ」という本を書いたア
レクサンダー・マッカイさんにお会いし、この本に
よりトーマス・グラバーが有名になりました。
そして、博物館でのグラバーの資料の閲覧、新聞社
訪問、製紙工場見学、美術展の訪問、サッカー、ラ
グビー観戦、キルト職人養成校の訪問、その他様々
な経験を積ませて頂き感謝しております。
この貴重
な3週間を僕に与えて頂き、
ありがとうございました。

家系系図の合理的研究法 太田 亮著
この本は、昭和５年に立命館大学出版部より発
行された家系研究のためのパイオニア的著書で、
小職が大学時代に東京神田の古書店一誠堂で購入
したものです。
自分のライフワークの一つである
「歴史探訪」の原点となり今でも愛読している本
であります。親族の調査、過去帳等文献の調査、
通称（０衛門、０兵衛）の調査、紋章・苗字・発
祥地・系譜の歴史等多岐に亘り、当時の自分に
とって目から鱗の内容でした。この本以降、何十
冊も家系・紋章関係の本を購入していますが、
これを凌駕するものはあまりありません。
これから系図でも調べてみようかという方に
とっては、格好の入門書といえると思います。

第 2 回コンペは、10/28(日)
パークＣ・Ｃ
10 時 34 分スタート案内は後日★

木下泰之さん 本日の卓話者南さん、ありがとうございます。
水本由幸さん 会長、幹事に謀反を起こし、闇の組織「喫煙者増強委員会」を立ち上げました。会長は、
もちろん栗原さん。目下会員は 17 名、純増 5 名を目指します。既に石橋副委員長より闇
の指令あり。則ち「観月例会までに、ドクターモリを会員にせよ」
。尚、来期の委員長は
牧さんの予定です。
松尾 保さん 「日曜日の高島磯釣り大会ありがとうございました！」と言うはずだったのですが、
来週23日(日)に延期となりましたので、改めて西クラブ会員の皆様の御参加,御協力を
お願い致します。
吉原殖男さん 43 回目の結婚記念日を今月 28 日に迎えます。金婚式を目指してニコニコ。
馬場政徳さん ①遅くなりましたが、山下隆広さん入会おめでとうございます。公私共によろしくお願
い致します。②入会記念・誕生日自祝。
嶽本剛平さん 誕生日自祝。マリア園毛布クリーニング、9/20 午前9 時より搬出。午後4時より搬入です。
御協力をお願いします。
川瀬隆史さん 誕生日自祝。9/20 に誕生日です。敬老の日もそうですが、あまり嬉しくないですね。
金丸英幸さん 誕生日自祝。 2007-08 年度目標 1,800,000 円 9/18 現在 ニコニコ累計 298,300 円

長崎西ロータリークラブ
Nagasaki West Rotary Club
会 長
幹 事

江上 徹也
牧
文春

創 立 ： 昭 和 59 年 10 月 2 日 1984/OCT2
例会：
【 火 】午後１２時３０分
ホテルニュー長崎 095-826-8000
事務局：長崎市籠町 4-28 第２カンコービル
Tel:095-828-1091 Fax:095-824-5520

URL:http://www.nwrc2740.jp/
e-mail: nwrc2740@ngs2.cncm.ne.jp

市内ロータリークラブ例会曜日・例会場
月

長崎北

ホテルニュー長崎

長崎中央

ベストウェスタン
プレミアホテル長崎

火
水
木
金

東長崎
長崎南
長崎
長崎東

長崎卸センター
ホテルグラバーヒル
ホテルニュー長崎
サンプリエール

長崎北東
長崎琴海
長崎出島

長崎厚生年金会館
パサージュ琴海
ホテルニュー長崎

発
構
委
編

刊
成
員
集

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）

