
会長　大神　邦明君
本日の例会で2,800回となっております。
単純に年48回例会が今の基準となっていま
すので、これで割ってみますと58.33年とな
ります。私は57代となっております。推測で
すけど、発足当時は4回の指定休会日も無く
真面目に52回ほど行われたみたいです。
3,000回は今から4年と1.3ヵ月後ほどです。61
代の時です。2,500回は中村克介会長の時で
した。記念にキーホルダーを皆様に出されて
おります。
4年後の3,000回に向けて、クラブの歴史で
ある文献などの整理を行ってはと思います。

〈報告〉
１. 寂しいお知らせですが、会員の新穂博文
さんが諸事情の都合で6月30日付で退会な
さいました。本年度は80名からの出発です。
RA委員長が空席となりました。どなたか
にお願い致したいと思います。
２. 先週7月4日、佐世保学園の意見発表会に
田中信孝さん、松尾文隆さん、それに大神
で参加致しました。院生は現在40名ほどで
少なく、従来は65名ほどだったそうです。
３. 長崎国際大学RA役員交代式に梅村副会
長、安福パスト会長、佐保RA委員、それ
に大神で出席してまいりました。

新会長　高畑　将吾君
幹事　　堀川　賢次君
会計　　山口　　徹君、近藤　澄子さん
会員は現在迄が15名、今回1年生が17名加

入いたしましたので、計32名となりました。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
大村RC   会長　中瀬　和隆君　

幹事　副島　正則君
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幹事　中村　徳裕君
1．台南扶輪社 社長　蔡宗欣（GINSENG）

姉妹社主委　楊皆得（TOYS）
会長挨拶

2．第2740地区ガバナー 野口　　清君
①地区委員　委嘱状　伝達依頼
②2009～2010年ガバナーに就任するガバナ
ー・ノミニー決定宣言
高城　昭紀君　島原RC
医療法人ウイング高城病院理事長・院長
昭和16年生
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大村RC
中瀬和隆会長
あいさつ

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
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■社会奉仕（地域発展）委員会
委員長　石井　正剛君

ビーチ・クリーンアップのお知らせ
日時／平成19年7月16日（祝・月）

集合8:30
清掃活動9:00～　1時間程度

集合場所／鹿子前　パールシーリゾート
※雨天決行

■人間尊重委員会 委員長　中川内眞三君
本日、皆様にお配りしております、佐世保
市心身障がい児育成協議会へのご入会のご協
力お願いでございます。1口 ¥100で10口
（¥1,000）以上／人となっております。多くの
方々のご入会を宜しくお願いします。

■青少年活動委員会 委員長　松尾　文隆君
7月6日貊 当佐世保ロータリークラブが支

援する佐世保学園意見発表会に大神会長はじ
め、田中信孝委員長、松尾の3名で出席して
参りました。
事前の園内での選考を経て6名の園生が登

壇、「大切な家族と赤ちゃん」「夢」「一冊の
本に出会って」「テーブルの上にあった弁当」
「いじめはなくなるの」「私の生きる道」を題
に過去の非行に対する反省と、学園生活で芽
生えた家族や勤務先に対する感謝の気持ちや
社会復帰後の決意を堂々と述べておりまし
た。審査の結果、「私の生きる道」を発表し
た17歳の生徒が最優秀賞。当初自分を変えた
いという気持ちがなかった自身を変化させた
3つの大切な事を紹介「家族を愛し、感謝の
気持ちを忘れずに存在感や魅力のある人間に
なること、それが私の生きる道です」と締め
くくっておりました。
表彰状の授与の後、大神会長より生徒に対
して激励の言葉が述べられました。
意見発表会は「社会を明るくする運動」の
一環で、当クラブ、家庭裁判所、地検、更生
保護女性会、保護司会の関係者等、約250名
の方が来ておられました。
園生の卒園後の活躍を切に願って帰ってま
いりました。

③地区会計長 嬉野　勝利君
2007～2008年度地区資金（前半期分）送金
のお願い
④月信担当副幹事 山下　雄司君
ガバナー公式訪問の報告原稿執筆のお願い
⑤地区大会委員長　 指山　弘養君
大会幹事　 木下　博行君
地区大会事務局開設のご案内
開設日／2007年7月9日豺
所在地／〒840-0831 佐賀市松原1-2-35

佐賀商工会館 B1F

３．第2740地区ガバナーエレクト
鈴木　泰彦君（佐世保南RC）

次期地区幹事
馬郡　謙一君（佐世保南RC）

ガバナーエレクト事務所開設のご案内
開設日／2007年7月2日豺
TEL：56-3122 FAX：56-3086
Ｅ-mail：ri2740＠coda.ocn.ne.jp
所在地／〒857-0052 佐世保市松浦町5-13

グリーンビル205号室

４．第2740地区2006～2007年度
国際奉仕統括委員長　常多　勝己君

『2004～2006年度GSE受入／派遣計画の報
告書』CD版送付の件

■地区委員委嘱状伝達
米山記念奨学委員会 委員 立石　徳雄君
ロータリー財団委員会委員 玉野　哲雄君
出席委員会 委員 富永　雅弘君
国際青少年交換委員会委員 木村　公康君
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32名の大世帯です。どうぞ育てて頂きます
ようお願いします。

大神　邦明会長、加納洋二郎君
西村正一郎君、米倉洋一郎君
松尾　慶一君、梅村　良輔君
小川　　洋君、木村　公康君
金氏嘉一郎君、有薗　良太君
E富　誠也君
本日退会の山本さん、長い間ご苦労さまで
した。今後のご活躍をお祈りします。

松本　英介君、田中丸善弥君
木村　公康君、中村　徳裕君
誕生祝いありがとうございます。

ロータリー情報委員会
委員長　F田　俊夫君

RYLA Rotary Youth Leadership Awards
ロータリー青少年指導者養成セミナー

○RYLAとは

ロータリー青少年指導者養成プログラム
（RYLA）は、14歳から30歳までの青少年を対
象とする集中研修プログラムです。才能豊か
な若者たちが、地元のクラブ、もしくは地区
レベルでロータリアンが主催するセミナー、
キャンプ、またはワークショップに参加し、
通常3日から10日間を過ごします。
RYLAプログラムを通じて若い人々は、楽
しみ友人をつくりながら、専門職務上の責務
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■財団奨学・米山委員会
委員長　円田　　昭君

大神邦明君より、譛ロータリー米山記念奨
学会とロータリー財団への寄付をいただきま
した。

山本　　聡君
お世話になりました。

親睦活動委員会　出田　研吾君
○誕生月のお祝い

松本　英介君（1日）
田中丸善弥君（4日）
中村　徳裕君（6日）
井手　弘和君（16日）
木村　公康君（27日）

親睦活動委員会　E富　誠也君

大村ロータリークラブ
中瀬　和隆会長、副島　正則幹事
1年間お世話になります。スポンサークラ

ブとしての貴クラブのご指導よろしくお願い
申しあげます。

山縣　義道君
大村ロータリークラブ中瀬会長、副島幹事
のご来訪を歓迎いたします。

山本　　聡君
短い間でしたが、ありがとうございました。

安部　直樹君
長崎国際大学ロータリーアクトが新年度ス
タートしました。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 24,000円

累　　計 85,000円

◇

退 会 挨 拶

慶　　　祝

ロータリー3分間情報
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（今週の担当　黒木　政純）

と人間関係の問題について討議し、指導力と
伝達力を磨き、事業および会社の制度を学び、
ロータリアンと知り合うことができます。
RYLAプログラムは、技能を磨き、同世代の
仲間や人生の先輩たちと共に、関連性のある
主題について探求する機会を提供します。

○RYLAが提供するものとは

RYLAプログラム実施期間、参加者は次の
ような経験を得ます。
蘆諸問題に接し、自分と同様に才能に恵まれ
た人々と意見の交換を行う機会を得ます。
蘆新しい職業の方向を探り、自分の選んだ職
業分野で活躍している専門職務者から学び
ます。
蘆青少年のための活動や地元における社会奉
仕プロジェクトの実施方法について学びま
す。
蘆家族間、社交上、職務上の衝突や争いを解
決するための独創的な方法について話し合
います。
蘆地元で意思決定権を持っているロータリー
の会員に会い、青少年を対象とした他のロ
ータリー・プログラムについて学びます。

歌の時間 井手　孝邦君
「海」合唱

■職業奉仕委員長
古賀　　巖君

■社会奉仕委員長
石井　正剛君

■新世代担当
円田　浩司君

■国際奉仕委員長
田中丸善弥君

■前年度会計　収支決算書
会計　井手　孝邦君

■今年度会計　収支予算書
会計　橘F 克和君

詳細は後日、クラブ活動報告書
に記載されます。

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

委 員 会 タ イ ム

＊次回例会予告＊

卓話　九州大学名誉教授　三石　信雄様

「ガソリンエンジン車から燃料電池車へ」


