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第 1100 回 例会記録 平成 19 年 9 月 25 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

★第２
★第 4

本日のプログラム

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

10 月の結婚・誕生・入会祝い
〔結婚祝〕金丸英幸さん 武藤雅弘さん 吉田節哉さん 北口功幸さん
松尾悦次さん 馬場政徳さん 榎本延光さん 山田恭裕さん 田中克憲さん
吉田良尚さん 水町好宏さん 石橋 均さん 水本由幸さん
〔誕生祝〕 宮脇雅俊さん 吉原殖男さん 熊澤 悟さん 水本由幸さん
〔入会祝〕23年荒木正雄さん 島田靖彦さん 高橋市郎さん 渡邊修志さん
柳 信良さん 吉原殖男さん 田中克憲さん 森 信興さん
10 年石橋 均さん 5 年金丸英幸さん

長崎ＲＣ
長崎ＲＣ

卓話
卓話

■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
■青少年釣り大会報告
■点鐘

安達健蔵さん
小林喜平太さん

長崎ＲＣ
長崎東ＲＣ

藤岡良規さん
馬場政廣さん

先週は安永エレクトに代行をお願いしましたので２週間振りのご挨拶を観月
例会でさせて頂くことになりました。これまでは、彦山から昇る月を銅座の
ネオン越しにみるパターンでしたが、今日は「あぐりの丘」のススキ越しに澄み切った空気の中を
仲秋の名月が昇るのが楽しめそうです。 さて、この二週間は安倍首相の唐突な辞任発表に始まり福田
新総裁選出、党役員人事発表、組閣まで政局は目まぐるしく動きました。自民党は若さ、かっこよさ重
視の劇場型政治から経験、安定感、党内バランス重視に転換して参議院選惨敗の回復を計るようです。
福田さんと麻生さんの総裁選の票数に示された絶妙の自民党のバランス感覚が福田内閣にどのように
反映されるか、小泉改革の継承と弱者への配慮、地方再生などのバランスに注目しようと思います。
先週はマリア園の毛布クリーニング奉仕、マリア園、明星園児童を招待して高島で釣り体験と学校
の運動会参加、という二つの継続事業を無事終了しました。毛布クリーニングは三宅会員の個人的な
職業奉仕、高島での行事は地元で事業を展開しておられる松尾保会員の地域住民としての奉仕に依存
する部分が多いのですが、お二人の個人的な善意に共感してクラブの事業として定着し、参加した会員は
児童の喜ぶ姿や運動会で、ロータリーの活動が学校の先生や住民から歓迎されているという実感で
元気を頂きます。我がクラブ特有の一事業、一反省会という伝統でロータリーを楽しみ、親睦の輪を
広げることにもつながります。これからも積極的にクラブの奉仕事業に参加し、楽しみ，学んで頂き
たいと思います。
《結婚》 吉原殖男さん 安永勝信さん
《誕生》 馬場政徳さん 水町好宏さん
《入会》 19年安永勝信さん 11年木下泰之さん

★☆★マリア園毛布クリーニング奉仕★☆★
9/20 地域発展委員会によるマリア園毛布クリーニング奉仕を行いました。
午前9時の搬出、午後4時の搬入に多数の御協力を頂き、ありがとうございました。
マリア園の子供たちも、フカフカの毛布で寒い季節も温かく眠れる事と思います。
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観月例会が、式見ハイツにおいて開催されました。
あぐりの丘にぽっかり浮かんだ十五夜のお月さまと、
13 歳と思えぬ様な艶のある“劇団花月”の一條こま
さんのサプライズ(山口委員長計画)に、
かぐや姫でも
降りて来たのかと会員の皆様の目が釘付けとなり、
仲秋の夜は楽しく過ぎて行きました。

ロータリーの友 ・ インターネット速報
ＲＩ会長、青少年奉仕支援グループへの期待

9/23(日)、青少年委員会による施設児童を招待しての
釣り大会が開催されました。マリア園、明星園、ロータ
リアンと総勢 40 名、残暑も厳しい日でしたが、さよりに
小アジにイカに大きいバリにと釣果も素晴らしく、
また、
午後からは高島町のふれあい運動会にも参加し、子供も
大人も楽しんだ一日でした。

渡邊修志さん
田中嘉行さん
安永勝信さん
熊澤 悟さん

水本由幸さん
北口功幸さん
松尾 保さん

川口輝彦さん
勝野博文さん

今日は観月例会。お風呂に入ってさっぱりしたところで、ニコニコします。
①式見ハイツ一同に成り変わり、ご利用のお礼を申し上げます。
②今晩は式見ハイツからの満月と料理を楽しんで下さい。
①マリア園の毛布クリーニング、青少年高島魚釣り、参加の皆さん、お疲れでした。
9/23(日)に青少年事業参加の皆様、ご苦労様でございました。マリア園、明星園、高島町民の
方々にまで喜ばれ、来年も・・・と声をかけられました。松尾委員長、お疲れ様。
来る9/29(土)は、海星学園において三田委員長指導のもと、インターアクトクラブによる全校
対象の「長崎大学齋藤学長講演」を行います。是非多数のロータリアンの出席もお願い致します。
高島の釣り大会参加の皆さん、また安永さんの理不尽な命令により「あじご」を３枚におろした
中野さん、お疲れ様でした。
高島の釣り大会、ドタキャン申し訳ありません。トロンの湯と共に水に流して頂けると思って
いましたが、会長エレクトは厳しかったです。お詫びにニコニコします。
先日の日曜日に行われた高島磯釣り大会にご参加下さいましたメンバーの皆さん、ご協力あり
がとうございました。無事に終わってホッとしています。来週の例会でご報告致しますので、
楽しみにしていて下さい。柿川さん、よろしくお願い致します。
高島へ参加の皆さん、お疲れ様でした。今回は大漁で子供達も喜んでくれて、良い経験が出来ました。
解散後は料亭まつおにて汗流し。
無事に終了して良かった。
ただひとつ北口君のドタキャンを除いては！
高島の魚釣り大会、お疲れ様でした。
2007-08 年度目標 1,800,000 円 9/25 現在 ニコニコ累計 324,300 円

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

ウィルフリッド J. ウィルキンソン国際ロー
タリー（ＲＩ）会長は、2007－08年度のスタート
にあたり、
「青少年奉仕支援グループ」を置く
ことで、ロータリーの未来における青少年の
重要性を示しました。
ゼネラルコーディネーターのフリードリヒ・
ネッダーマイヤー氏とアシスタントゼネラル
コーディネーターのチャールズ・フレーザー氏
の指導のもと、この支援グループはロータ
リーの各地区とクラブのプログラム、プロ
ジェクトや活動で地域の若者が参加するため
の支援や、情報提供をしようとするものです。
現在は、ロータリーにおける青少年の活動を
推進するため、最新かつ最良のデータの共有
化を図るなど、努力を続けています。

江上 徹也
牧
文春
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