
会長　中島　祥一君
本日は最初に3名の新会員の入会式をさせ

ていただきました。
公式訪問例会でガバナーからバッジをつけ
ていただいたことは、3名の方々にとってロ
ータリーを忘れられなくなる日になると思い
ます。
今日は処暑ですが、暑さは一向におとろえ
る気配がありませんね。
本日は国際ロータリー第2740地区 田口　厚
ガバナー他、3名の方をお招きしての公式訪
問例会です。
本年度、田口ガバナーは｢率先しよう｣を基
本理念とし、重点目標に環境問題を取り上げ
られ、中でも温暖化防止を重視しておられま
す。21世紀末には地球の平均温度は1.4～
5.8℃上昇すると言われています。
「恐怖の存在」（マイクル・クライトン著）で
最後に、「私たち個人は自然に身をおくこと
を心から愛する。先々ずっと自然環境が保護
されることを願う。」と結ばれています。

本日は田口ガバナーから国際ロータリーの
ことをはじめ、環境問題を含めた貴重なお話
が拝聴できるものと期待しています。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
第2740地区ガバナー 田口　　厚君
第5グループガバナー補佐 太田　晴康君
地区幹事 吉田　正和君
ロータリーの友地区委員 森　　義則君

佐世保南RC 圓田　　治君
佐世保東RC 志久　雄三君
○ゲスト
地区交換学生　侍

シ

依
イ

仁
エン

さん（ジェニファー）
長崎国際大学RAC 会長　西山　尚吾君

幹事　浜村　恭子さん
近藤　澄子さん

幹事　富永　雅弘君

１．国際ロータリー　日本事務局
マルチプル・ポールハリス・フェロー・ピン
伝達

中島　祥一君
長島　　正君
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例 会 記 録会 長 挨 拶

幹 事 報 告

田口ガバナーより授与

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 
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２．第2740地区ガバナー 田口　　厚君
地区大会実行委員長 西村　金造君
2006～2007年度「地区大会」のご案内
【日程】
藺記念ゴルフ大会
11月18日貍 8 : 00スタート
長崎国際ゴルフ倶楽部

藺RI会長代理を囲む会
会長・幹事会　12月1日貊 15:00～17:00

長崎グランドホテル　
歓迎懇親会　 12月1日貊 17:30～18:30

長崎グランドホテル
藺本会議　　12月2日貍 10:30～16:45

長崎ブリックホール
１日限り（昼食準備）

藺懇親会　　12月2日貍 17:30～18:30
ホテル・ニュー長崎

藺新世代の集い　12月2日貍 17:30～18:30
ホテル・ニュー長崎

藺記念講演会〔市民公開〕
12月3日豸午後 長崎ブリックホール
淑徳大学教授　北野　　大氏　　　　　

３．台南ロータリークラブ
夏季号、会員名簿、2005-2006活動記事CD

４．譛米山梅吉記念館
館報　2006秋号

原口　増穂君
生年月日 1950年10月30日
勤 務 先 原口内科消化器科
推 薦 者 福田　金治君（カウンセラー）

池田　　豊君、安部　直樹君
委員会所属 出席委員会

親睦活動委員会

E富　誠也君
生年月日 1952年2月8日
勤 務 先 九州電力㈱相浦発電所 所長
推 薦 者 加納洋二郎君（カウンセラー）

福田　金治君
委員会所属 雑誌委員会

親睦活動委員会

峯　　博之君
生年月日 1952年4月25日
勤 務 先 NTT西日本九州佐世保支店支店長
推 薦 者 円田　三郎君（カウンセラー）

松尾　弘司君
委員会所属 インターアクト委員会

出席委員会

■国際青少年計画委員会
委員長　加納洋二郎君

台北よりの交換学生ジェニフ
ァーさんを紹介致します。昨晩
福岡国際空港に到着致しました。
福田金治会員と私の家族で出迎
えを致しました。今年中学校を卒業したばか
りの15歳です。今は全く日本語は話せません
が、皆さんの協力をいただき、1年後にはペ
ラペラに話せる様にしたいと思っています。
尚、来たる9月6日 18:30 東風にて歓迎会を行
いますので是非、参加の程お願い致します。

■ローターアクト委員会
委員長　新穂　博文君

長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　西山　尚吾君

先日の役員交代式の
お礼と、10月1日豸に
開催するチャリティー
バザーの案内と商品提
供のお願い。さらに、公式訪問例会への出席
のお願い。

■世界社会奉仕委員会 委員長　田中丸善弥君
11月16日貅～11月19日豸の台南RC姉妹締

結更新訪問団募集の案内と、2007年4月14日
貍のラホヤRC訪問の案内
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委 員 会 報 告

新入会員の紹介
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坂田　慎吾君、有薗　良太君、副島　正義君
山下　　登君、福田　金治君、川冨　正弘君
曽我　勝宣君、新穂　博文君、円田　三郎君
田口　厚ガバナーのご来訪を歓迎いたし

ます。

池田　敏昭君
ご多用、炎暑の中、岳母 小田村ミヲ、母

池田ヨシノの初盆に際しまして、中島会長さ
ん、富永幹事さんはじめ、多くの会員の方々
にご焼香いただき、また、ご丁重なるご供物、
ご仏前を賜りました事感謝申しあげます。お
かげ様で精霊を送り、初盆の供養をすませま
した。

長島　　正君、円田　　昭君、F口　純一君
福田　金治君、加納洋二郎君
Shin Yi-jenさん、ようこそ日本へ。１年間
頑張ってください。

円田　三郎君
峯　博之さんの入会を歓迎します。

川冨　正弘君、安部　直樹君、坂田　慎吾君
F田　俊夫君、千住　雅博君
原口増穂先生の入会を歓迎します。

立石　徳雄君、菅沼宏比古君、玉井　　晃君
宮内　一郎君
出席100％表彰ありがとうございます。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
歌の時間「浜辺の歌」合唱

中川内眞三君
父の初盆に際し、友愛基金へご寄付させて
いただきます。

○出席100％表彰 （例会場での紹介は次週）
立石　徳雄君（28回）
安福鴻之助君（28回）
菅沼宏比古君（9回）
玉井　　晃君（3回）
宮内　一郎君（2回）

（例会場での紹介は次週）
親睦活動委員会　副委員長　有薗　良太君

RI第2740地区ガバナー 田口　　厚君
ガバナー公式訪問 寸志

第5グループガバナー補佐（松浦RC）
太田　晴康君

先日の訪問の折は大変お世話になりました。

佐世保南RC 圓田　　治君
米倉さんに強制されましたが、お世話になっ
ておりますので、気持ちよくニコニコします。

佐世保東RC 志久　雄三君
中島　祥一氏の名会長振りを田舎から見学
にきました。

中島　祥一会長、円田　　昭副会長
富永　雅弘幹事
田口　厚ガバナー、太田晴康第5ガバナー
補佐、吉田正和 地区幹事、森　義則 地区ロ
ータリーの友委員、皆様のご来訪を心から歓
迎致します。

安部　直樹君、大神　邦明君、山縣　義道君

ニコニコボックス 本日合計 46000円

累　　計 194,000円

◇

初盆のお礼

慶　　　祝

委員会タイム

ニコニコボックス
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○貴クラブの提唱事業

2005～06年度GSE派遣団員
末松　直子さん

2006～07年度青少年交換派遣留学生
松永　夕加さん

2006～07年度青少年交換受入留学生
Shin  Yi -jenさん（台湾）
愛称　ジェニファーさん　

提唱　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
西海学園高校インターアクトクラブ

○会長・幹事・会長エレクト懇談

ガバナー補佐　　太田　晴康
会　　長　　　　中島　祥一
幹　　事　　　　富永　雅弘
会長エレクト　　大神　邦明　　　　

〔計数目標〕
会員　80名　　増強目標　1名　　
財団寄付　8,600ドル（前年実績5,852ドル）
米山寄付　1,000千円（前年実績1,919千円）
平均年齢　59.76歳
出 席 率　99.0％（2005～2006年度）

○国際ロータリーの現況

国際ロータリー2006～07年度
RI会長ウィリアムＢ. ボイド会長
（ニュージーランド出身　バクランガRC）

ロータリー本部：アメリカ　エバンストン
誕生2世紀目：168か国　（ ）は日本

32,462クラブ（2,326）
1,209,790名（101,398）

規定審議会：RIの立法機関で3年に1度開催
R I理事会：19名で構成・全ロータリー運

営の責任
日 本理事：重田　政信（高崎北）

渡辺　好政（倉敷児島）

第2740地区ガバナー 田口　　厚君
第5グループガバナー補佐 太田　晴康君
地区幹事 吉田　正和君
ロータリーの友地区委員 森　　義則君

RI 第2740地区ガバナー
田口　　厚 君

○公式訪問の目的

できるだけ多くのロータリアンとお会いす
るために全クラブ訪問。
佐世保では、勉強させられました。例えば、
テーブルの上の筆談、小声の表示は早速クラ
ブに持ち帰りたい。

○貴クラブの地区役員

2000～01年度パストガバナー
武井　洋一会員

2003～04年度パストガバナー
安部　直樹会員

財務委員長 福田　金治会員
ローターアクト委員 石井　正剛会員
国際青少年交換委員 木村　公康会員
米山記念奨学委員 立石　徳雄会員

卓　　話
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○LEAD  THE  WAY 率先しよう

「率先しよう」→「率先垂範」と解釈したい。
ウイリアムＢ. ボイド会長　　　　　　　　

○強調事項

蘆水保全…環境の悪化→地球温暖化対策
蘆保健と飢餓
蘆識字率の向上
蘆ロータリー家族
蘆広報・広聴活動の充実

○国際協議会で学んだこと

蘆ロータリーは国を越え、民族を越え、宗
教を越えた、平和を愛する人々の集まり
である。
蘆配偶者（男性も数名）に対する研修が想
像以上にハイレベルで且つ厳しくなって
いる。
蘆日本のロータリアンは余り自分の家族に
ロータリー情報を伝えていないこと。

○2740地区の現況

クラブ数：27（－1）
会 員 数：2,421 前年比－110名

（MAX 3,108）
出 席 率：82.90％
DLPにより10グループに分割（補佐を任命）
ガバナーエレクト
野口　　清（佐賀RC）55歳

ガバナーノミニー公募
ガバナー月信に掲載

○ガバナー要望事項

蘆ロータリーの原点・親睦と奉仕を推進
する。
蘆会員の増強を常に意識する。
蘆Ｃ.Ｌ.Ｐ.を検討し推進の是非を決定
蘆交換留学生制度の改善（リスクマネージ
メント）

蘆会長賞（RC・RAC）の獲得への挑戦
蘆ロータリーソングは卓を囲んで歌いまし
ょう。
蘆今年度は率先してクールビズスタイルを
実行

○重点推進「奉仕プロジェクト」

地球温暖化防止対策

蘆地球環境の改善に向けての取り組み
蘆地区チーム（職業奉仕・社会奉仕）によ
る、実態の把握及び取り組み方策の検討
蘆各グループ・各クラブで独自の取り組み
の推奨
蘆クールビズ・打ち水等への取り組み
蘆冷房温度28℃で　CO2 6％削減

○ロータリーの友

蘆ロータリーの友委員
森　　義則（長崎RC）

蘆「友」購読は、ロータリアンにとって、
会費納入・例会出席と並ぶ三大義務
蘆「友」はRIの機関誌であり、地域の情報
誌であり、会員のための公開討論の場で
ある。
蘆クラブでは、会員数＋αの部数購入を!
会員の100％配布と広報用に!
蘆第１例会での「友」誌の内容紹介アワー
の実施を要請

○国際奉仕統括委員会

ロータリー財団

蘆財団年次寄付の要請
蘆国際親善奨学生の派遣
蘆地区補助金の積極的な活用を！
蘆学友による「体験報告」

○米山記念奨学委員会

民間最大の奨学事業

蘆日本独自の奨学事業で、1957年発足した。
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蘆本年よりRI多地区事業となった。
蘆寄付金は前年比1.4％増の14.6億円
蘆当地区では本年度16名の奨学生を採用
蘆地区指定校として、佐賀大、長崎大など
8校がある。
蘆米山奨学生による卓話の実施

○2006～07年度　地区大会のご案内

率先しよう
未来の地球のために
～ストップ・ザ・温暖化～

12月1日貊 RI会長を囲む
会長・幹事又は会長エレクト
会議

12月2日貍 本会議（1日限り）
「パネルディスカッション」
テーマ：地球温暖化防止

記念懇親会

12月3日豸 市民公開「記念講演会」
講師　　北野　　大氏

11月18日貍
記念親睦ゴルフ大会
場所：長崎国際ゴルフ倶楽部（諫早）

ご出席いただくことをお待ち申しあげます。
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（今週の担当　古賀　　巖）

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

＊次回例会予告＊

卓話　国際ソロプチミスト佐世保パール
元会長　川添　麗子様


