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皆さんこんにちは。先週の
土曜日に２７４０地区の地
区大会、２５日に日本のロー
タリー１００周年を祝う会
が開催され、ＹｏｕＴｕｂｅ
にて配信されており４時間
の録画が届いておりました。 
そして、いよいよ 2020―

2021年度も残り１カ月、今日
も含め例会も残り５回とな

りましたが、コロナ禍でもありますので、さらに気を引
き締め務めていきたいと思います。 
さて本日は、ロータリーについての雑学的な話をし

たいと思います。先週、八重野副会長が出番が無く点鐘
を鳴らしていないと話されていましたが、ロータリー
の会合は、点鐘で始まり、点鐘で終わる。例会だけでな
く、年次大会、地区協議会、ＩＭなどロータリーの会合
は全て同じです。しかし、どうも点鐘は日本独特なもの
のようです。外国では点鐘の代わりに、Call to Order 
つまりお静かに願いますの発言があって例会が始まり、
あるいは発言に続くお祈りの後、例会に入るケースが
多いようです。鐘を鳴らす場合も、食事が済んで幹事報
告やスピーチが始まる前に鳴らすのが一般的で、木槌
（きづち）を叩くこともあるそうです。いずれにせよ、
開会閉会を鐘で告げるのは日本だけのようです。今は
コロナ禍なので事情は違うと思いますが、ヨーロッパ
やアジアでは、点鐘などなく、何時に始まって何時に終
わるのかさっぱり分からない例会に、会員は途中退席
もせず、その日どっぷりとロータリー漬けになるつも
りで、出席しているクラブもあるそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
  ■国際ロータリー日本事務局 

  ・2021‐22 年度のクラブ情報と 

役員の報告・確認について 

■ガバナー事務所 

  ・日本のロータリー100 周年を祝う会 

記念式典・祝賀会 （視聴アドレスについて） 

  ・海外へのフェースシールド寄贈の件 

 

 

 

 

 

中央会 川島 千鶴幹事 
３０日日曜日は若木ゴルフ場での中央会です。 

受付１０時 スタート１０時３４分 ＩＮとＯＵＴで

７組２８名の多数の参加になりました。荒天以外は雨

天決行で行いますので、現地集合でよろしくお願いし

ます。尚３０周年記念事業としてタオルを井上会員が

中央会メンバー及び、中央会以外のメンバーにも用意

されております。 

 

 

 

 

 

昭和３５年５月 ８日 片桐 康利 君 

昭和５２年５月２９日 倉科 聡一郎 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率８２.９７％：会員数４９名・出席３２名・欠席６名・出席規定免除会９名・ビジター０名 

前々回の出席２３名・出席規定免除会員７名 
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５月 １日 有吉 中 ・征子  ご夫妻 

５月 ３日 竹本 慶三・多恵子 ご夫妻 

５月 ５日 崎山 信幸・やよい ご夫妻 

５月 ９日 福田 英彦・ちづ子 ご夫妻 

５月２０日 南部  建・裕子  ご夫妻 

５月２４日 八重野一洋・貴久実 ご夫妻 

 

 

 

 

 

 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 
昨夜は、２４年ぶりにスーパームーンでの皆既月食と

いう事でしたが、残念ながら雨のため雲に隠れて見る

ことは出来ませんでした。普段は何気なく見ている月

でも、こういう時は気になってしまうものですね。 

それから、ワクチンの接種もいよいよ開始されまし

た。接種が進んで、少しずつでも生活が正常な方向へ

向かっていってほしいものです。本日は、八重野副会

長の卓話となっております。本日もどうぞよろしくお

願い致します。 

福田 英彦君 
５月９日５０年目の結婚記念日を迎え月日の流れの

速さに驚かされています。当日は美しい花をいただ

き感謝します。 

 

指山 康二君 
７２歳の誕生日祝いです。ニコニコは４月１日につ

いで２回目です。丑年生まれの６回目の年男です。

延寿会では時間がなく！？言い忘れていましたが、

還暦の馬場君、宮﨑宗長君も５回目の年男だったん

ですね。ひと回りも違うんだ！年を取るはずです。 

 

竹本 慶三君 
５月３日結婚祝いのお花ありがとうございました。 

 

崎山 信幸君 
５月５日結婚記念日！巣ごもり状態の中、ひと時の

癒しの花かご、ありがとうございました。 

 
前田 眞澄君 
４月が誕生日でした。岩政さんから誕生日のお祝い

メールを頂きました。「６０歳過ぎると早かよ」と

の内容でした。体も年齢を知っているかのように衰

えが出始めています。最近妻は私に「マカ」を飲ま

せる様になりました。どういう意味でしょうか？。 

 

馬場 貴博君 
先週の水曜日、孫の運動会に息子夫婦の代役で参加

しました。新入生代表挨拶を孫娘が行いうるっとき

たのでニコニコします。 

 

八重野 一洋君 
５月２４日結婚記念日のお祝いのお花を頂きまし

た。ありがとうございました。あわや忘れるところ

でした。 

 

 

香月 章彦君 
４月１７日でレベル５７になりました。お祝いあり

がとうございます。 

 

澤田 磨君 
結婚記念のお祝いありがとうございます。旧住所の

方へお花がいっているのでたぶん米軍（ベース）若

夫婦がもらっていると思います。ありがとうござい

ます。 

 

片桐 康利君 
お祝いありがとうございます。４５歳になりまし

た。最近は年を重ねても歳をとった感覚がなく不思

議な感じです。 

 

倉科 聡一郎君 
お祝いありがとうございます。今後共よろしくお願

いいたします。 

 

馬渡 圭一君 
青少年奉仕委員会委員長の馬渡です。次回の例会は

第８回クラブフォーラムとなっています。福田先生

と牛島さんにお話をいただきます。皆様よろしくお

願いいたします。なお、何にとは言いませんが、 

３０周年も含むとのことですので、満を持して参加

させていただきます。お手柔らかにお願いします。 

 

 

本日の合計    17,000円 

本年度の累計  678,000円 

 

 

 

 

 

◆会員卓話◆ 
 

八重野 一洋 副会長 
 

自動車業界の今 

中古車輸出情報 

 
本日は卓話の担当をさせて頂きます、本日お話する

内容は自動車を保有される皆様方にも少しお得なお話

になるかもしれない内容になるかと思いますので是非

聞いて頂ければと思います。 

自動車業界、昨年より新型コロナウイルス感染拡大

により世界の販売台数に『影響がでました。3 月～5
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月頃は国内オークション相場が急落し一瞬値がつかな

い時期もございました。需要と共有のバランスが崩れ

た時期でもあります。昨年夏ごろより第一波に落ち着

きが見始めたころより国内マーケットが少し戻り、中

古車輸出も徐々に回復したように思います。 

お渡しした資料は 2020 年 5 月の物で本来一般ユー

ザーには閲覧禁止となっておりますが、ロータリー会

員の方だけ限定で情報を公開したいと思います。ご覧

の頁の通りコロナ感染拡大が世界に及び各国輸入制限

は勿論、ロックダウンやコンテナ不足も相まって相場

が消滅に近い展開が続いていました。 

中古車として輸出される銘柄の殆どは TOYOTA 車が

多いようです。永年愛用されたクルマの下取額も決し

てゼロではないということをお知らせしておきます。

気になる方は是非私か、崎元さん、田添君にご相談下

さい、くれぐれも天秤かけられないようお願いしま

す。談合はしておきますから(笑) 

最後に当社が GC グループとして新車のリース販売

を拡大しております。 

 

●職歴紹介 

 Ｓ３７年３月生まれ ５９歳 

 Ｓ５９年３月徳山大学卒業（山口県徳山市） 

 Ｓ５９年 長崎トヨペット(株)中途入社 

 （中略） 

 Ｈ２年３月退社 

 Ｈ２年５月 個人事業  

ウエストモーターを大塔町にて事業開始 

 Ｈ７年４月 

有限会社ウエストモーター設立（法人化） 

 Ｈ１３年離接地を取得し述べ６３０坪の敷地拡大

と同時に国土交通省認証工場（民間車検工

場）資格取得現在に至る 現在総人員９名 

 Ｈ１５年佐世保中央ＲＣ入会 

 

●新型コロナウイルス感染拡大の影響は？ 

●日本からの中古車輸出について 

 別紙資料参照 

●下取り・買取り査定額算出について 

 専業店査定＞ディーラー査定 

●少しＣＭ 

 (株)エースオートリース（住友系列）と 

業務提携、国産車全般、 

輸入車のリ―ス販売展開中  

最長 7 年間（残価設定あり）メンテナンス、 

自動車税など 全て含んだ契約販売中。 
 

 

 

 

 

 

 ＳＡＡ：田添 直記君 

次回例会/６月３日１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 


