
会長　中島　祥一君
急に寒さがきつくなりました。久しぶりに
ホッカイロのお世話になりました。もう師走
です。
地区大会へご出席の方ご苦労さまでした。

大変意義ある大会でした。環境の問題、温暖
化対策の問題、大会の最後に高木貞一郎 RI
会長代理が強調されていた“退会防止と楽し
い例会を心がけること、楽しい例会は退会防
止の一番の策です”が一番よく分かったよう
です。
最近気になった言葉を少々。
直感は価値観、根拠のない自信、自分の仕
事をかわいがるな、人には何か特別な要素が
ある、生きることを一所懸命にすること、命
を削るくらいの考えを突き詰めること、自分
の身体をえぐりだして物事に取り組むこと、
こんなことが出来ればいいですね。

理事会報告
冨田　宏君からの退会届けを受理

（12月31日付退会）

○国歌「君が代」斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」

○ビジター
佐世保南RC 圓田　　治君

飯塚　佳彦君
平戸RC 籠手田恵夫君
○ゲスト
地区交換学生
侍依仁（ジェニファー）さん

幹事　富永　雅弘君
１．国際ロータリー
Rotarian誌　12月号

２．譛佐世保地域文化事業財団
理事長　光武　　顕様

アルカスSASEBO情報誌「コンパス」送付
のお知らせ

○第1号議案
2008～09年度会長選挙の件
会長指名委員会　闍橋　章文君より報告
会長ノミニー
遠田　公夫君を承認

○第2号議案
2007～08年度理事及び役員選挙の件
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会長エレクト大神邦明君より理事及び役員
候補者発表及び承認

○会長エレクト挨拶 大神　邦明君
私が入会した頃は、「RCを辞

める時は、会社が潰れるか死ぬ
かの時しか無理なんだ」と教え
られ、考え込まされた事を思い
出します。
しかし、今年に入り会長候補に決まった時、
会長経験者の方から「大神君、心配する事は
ない、会員の皆さんはとっても支えて良くや
ってくれるよ」との助言をいただき、その思
いを胸に、役員、理事をお願いして廻ったら、
皆さんが快く引き受けてくださった時は、仲
間というのはいいものだ、有り難いものだ、
と感じました。
ここで、皆さんにお願いしたい事は、各委
員長指名される方、また、委員として所属さ
れる所で、仲間として楽しく目的の活動に取
り組んでいただき、皆さんの大切な時間を、
ロータリーで活きた時間としていただきた
い。そして、周囲の人達に、もっと入会をお
勧めできる我がクラブになりましょう。

○07～08年度　佐世保RC役員および理事
会長 大神　邦明
会長エレクト 遠田　公夫
直前会長 中島　祥一
副会長 梅村　良輔
幹事 中村　徳裕
会計 橘闍 克和
会場監督 西村正一郎

理事 福田　金治
理事　クラブ奉仕委員長 米倉洋一郎
理事　職業奉仕委員長 外間　雅広
理事　社会奉仕委員長 石井　正剛
理事　国際奉仕委員長 田中丸善弥
理事　新世代担当 円田　浩司
理事　親睦活動委員長 加納洋二郎
理事　副幹事 有薗　良太

監事 松本　英介
監事 山縣　義道

親睦活動委員会 委員長　F田　俊夫君
忘年家族会のご案内
日時／平成18年12月16日貍 18：30～
場所／玉屋7階文化ホール

朗遊会幹事　芹野　隆英君
第3回朗遊会のご案内
日時／平成18年12月9日貍
場所／佐世保カントリークラブ

地区交換学生　侍依仁さん
地区大会　留学生交流会参加報告

親睦活動委員会　黒木　政純君

平戸RC 籠手田恵夫君
初めて佐世保ロータリークラブへ出席させ
ていただく喜びに。
佐世保南RC 圓田　　治君
久しぶりのメークアップです。よろしくお
願いします。
安部　直樹君
例会にはご無沙汰しつつありますが、岡山
のゾーン研究会、来年の規程審議会の研修会、
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その他の報告
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地区大会、2月のIMとペPETSの講師等、ロ
ータリー活動は盛り沢山で奉仕しています。
寒い中、お体をご自愛ください。
金氏嘉一郎君
骨折のため、3ヵ月休会いたしました。今

月より復帰いたします。今後共よろしくお願
い致します。
増本　一也君
結婚記念月のプレゼントを頂きました。

ありがとうございます。私達夫婦も今年で
30年目に入ります。よくここまでもてたと
思います。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
歌の時間「紅葉」合唱

１．RI会長代理を囲む会報告 大神　邦明君
会長・幹事会

日時／平成18年12月1日貊
場所／長崎グランドホテル
田口　厚ガバナー挨拶
RI会長代理基調講演
RI会長代理　高木貞一郎（群馬県館林RC）

①「LEAD THE WAY 率先しよう」このテー
マに係わる事で講話をされました。主に次な
るものです。
CLP、クラブ・リーダーシップ・プラン（ロー
タリークラブの新管理運営組織）です。

藺長期計画の策定…会長、エレクト、ノミニ
ー、直前会長が協力して指導の一貫、計画
の継続性をやりなさい。1年、2年、3年
（長期プロジェクト）等である。
藺委員会構成を簡素化…四大奉仕（クラブ、
職業、社会、国際）には、会員全員参加で
年間目標、長期目標に取り組む事。可能で
あれば委員は3年制にすれば全て継続性が
保てる。
以上の講話の最後に、地区幹事吉田正和さ
んが、今回の件は“実行しなくてはならない”
ではなく、クラブ強化策として推奨するもの
であり、又、自クラブでの他の手法でも良い、
との補足説明がありました。

②青少年交換における危機管理
藺目的は、青少年交換留学生に於いての児童
及び係わる人の性的虐待と性的いやがらせ
対策。
藺従来は保険のみで考えていたが、色々な性
的問題、ハラスメントが多数発生している。
米、豪間では訴訟問題にまでなっている。
藺2004年11月にRI理事会の決定事項となり、
RI事務総長よりその旨の書簡で指示が来た。
藺交換留学生に関しての最終責任はガバナー
にある。故に全国ガバナー会を法人化し、
保険等の強化を進めたが、RIが日本の全国
ガバナー会を認めないと言ってきた為もめ
ている。法人化もできない現状のままでは、
今後、交換留学生は受け入れられない。
以上のことを全国ガバナー会議長の林様が
述べられ終了しました。

２．パネルディスカッション報告
国際青少年計画委員会
委員長　加納洋二郎君

12月2日貍、地区大会本会議に
最初から最後まで出席してまい
りました。
本会議の中で今年度2740地区の重点推進テ
ーマとして、地球環境問題“温暖化防止”が
掲げられていますが、本件についてパネルデ

委員会タイム

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 473,000円

◇

国際ロータリー第2740地区
2006～2007年度 地区大会報告



（4）

（今週の担当　長富　正博）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

ィスカッション形式で各界の代表者の発表が
行われました。
テーマがテーマだけに結論に達すること

は出来ませんが、要はこれまでの“害”を
防ぐという観点から“保全”という目的を
持って意識を持たなければならないという
ことでした。

３．地区大会に参加して 黒木　政純君
12月2日貍、長崎ブリックホー
ルで開催された地区大会に参加
してきました。当クラブから、
中島会長と安部パストガバナー
をはじめとして約30名の参加で
した。
大会では、金子県知事、伊藤市長、高木RI
会長代理をお招きして、他の会とは違う一種
華やかさがある中で進行しました。
ところで、田口ガバナーの重点推進テーマ
が「地球温暖化防止」であることを覚えてい
らっしゃいますでしょうか？午後からのパネ
ルディスカッションでは、この「温暖化防止」
をテーマに討議が進められました。行政、企
業、そしてRC、それぞれの立場から発言が
あったわけですが、もとより短い時間で結論
が出るわけでなく、それぞれが実践している
取り組みを紹介した形です。
日本は今後、温室効果ガスを6％削減する

という大前提があるわけですので、結局は私
たち一人ひとりが常に心がけていくことが大
切で、行政・企業・地域住民が連携しながら
末永い活動を続けていき、RCもいろいろな
方向から支援、あるいは率先していくという
ことです。田口ガバナーが、この問題に取り
組む姿勢を示した大会だったと思います。
最後に、次年度の地区大会のホストクラブ
佐賀RCの紹介があり終了しました。
3日の日曜日には、市民公開講演会として、

小池百合子氏と北野大氏の講演があり、一般
の方にはこちらの方が話題になっていたよう
です。

４．地区大会報告 富永　雅弘君
地区大会プログラムより
物故会員

江口　才二殿　2005年11月2日

新世代参加クラブ

◆インターアクト
西海学園高校
◆ローターアクト
佐世保ローターアクトクラブ
長崎国際大学ローターアクトクラブ
◆国際青少年交換
来日学生　侍依仁

米山記念奨学部門

◆米山記念奨学会
一人あたり寄付額優秀クラブ
第2位　佐世保RC ￥21,807
◆米山記念奨学会寄付額優秀クラブ
第1位　佐世保RC ￥1,919,000

表彰

永年連続例会出席者（2006.8.31現在）
◆40年連続　　円田　三郎
◆25年連続　　池田　　豊

＊次回例会予告＊
卓話　長崎県佐世保警察署　交通課長

大山　美喜様
「飲酒運転の根絶」


