
会長　大神　邦明君
今日から8月でございます。私達執行部も

１ヵ月を過ぎ、何とか前進しております。今
後、皆様のご協力を一層お願い致します。
今日の日経新聞で、国の中心である安倍内
閣の支持率が28％、不支持率63％と示されて
いました。私の知る範囲では、この様な数値
は初めてではないかと思います。朝読んだ時、
体の力が抜けていく思いが致しました。
経済中心に頑張っている私達からしたら国
の要である政府は早急なる再構築で、皆の信
頼を得て欲しいと思います。
野党も反対と混乱を招く事ではなく、より
良い政治を行っていく責務が課せられた事と
捉え、国民の皆に示すべきと思います。
報告です。7月29日豸 佐賀市 マリトピア
での地区クラブ奉仕部門研修セミナーに、梅
村良輔副会長と出席して参りました。私から
はクラブへのアンケートの集計を基にした質
疑応答の中で申しあげますと、地区平均
84.7％、佐世保RC 100％の成績はどの様にし
て達成しているのか質問がありました。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」

○卓話者
NPO法人　体験観光ネットワーク松浦党
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幹事　中村　徳裕君

１．第2740地区ガバナー 野口　　清君
地区大会委員長 指山　弘養君
地区大会仮登録のお願い
10月27日貍 記念ゴルフ大会

大和不動カントリークラブ
11月17日貍 会長幹事会・四委員会・本会議

記念講演（講師：五木寛之氏）
佐賀市文化会館

11月18日豸 本会議・会員セミナー・新世
代の集い・新世代懇親会

２．第2740地区　地区幹事 嬉野　勝利君
「クラブ月報」の原本の送付について
毎月8日・16日報告

３．第2740地区インターアクト
委員長　田中丸治樹君

インターアクトホームページ開設のご案内
インターアクトホームページアドレス
http://iac.no-blog.jp/iac/
メールアドレス
iac@tuba.ocn.ne.jp
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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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を割り込んでいる。
RCの原点は、1業種1名である。現在は緩

和されているが、出来るだけ同業者を勧誘す
るよりも未充填の業種の獲得に力を注いでく
ださい。
クラブには新しい血を注入する必要があり
ますが、入ってもらうために安売りをしない
で、厳格な審査の下で進めてください。
日本のメンバー構成：30歳代…2％、40歳

代…17％、50歳代…36％、60歳代…28％、70
歳代…17％
従って若手の導入の要有り。“質は宝、量

は力”数の論理も確かにあります。

◎退会防止の件…原因は、関心・愛情・情熱
不足、意識の低下

3年未満の退会者が多い～ロータリーの魅
力を十分伝えていない。新会員への温かい配
慮、思いやり、励まし、気配り等が足りない。
新会員にとって居場所居心地が悪く感じる時
がある。“あなたが大切だ”という気持ちで
接する。

■地区交換学生　侍
シ
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さん
4日に福岡から出発します。あっという間

でした。毎日充実してすごしています。1年
間こんなに早く終わるとは思いませんでし
た。夢みたいです。今日の例会が最後になり
ました。少し寂しいです。でも、1年いい人
と出会えて、いろんなところに行けて、それ
に調味料は家族の皆に教えたいと思います。
みなさんのおかげで楽しくすごせて良かった
と思います。たいへんお世話になりました。

４．地区米山記念奨学会
委員長　北郷　雅子さん

2007-2008年度「地区米山の集い」開催のご
案内
日時／平成19年9月2日豸
場所／武雄センチュリーホテル

５．地区国際統括委員長 常多　勝己君
国際奉仕部門研修セミナー
日時／平成19年9月2日豸 13:00～
場所／武雄センチュリーホテル
出席者／会長、担当理事、委員長

６．地区交換学生 松永　夕加さん
帰国報告書

７．佐世保西ロータリークラブ
ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
活動報告書

■クラブ奉仕部門研修セミナー報告
副会長　梅村　良輔君

日時／2007年7月29日豸
14 : 00～

場所／佐賀マリトピア
参加者／大神邦明会長、梅村良輔副会長、

富永雅弘地区出席委員

2740地区野口ガバナー挨拶、金武地区クラブ
奉仕統括委員長挨拶　他

〔特別講演〕
RI会員組織コーディネーター
RI第2710地区PG 西村　栄時氏

（岩国西RC）

下関東RCパスト会長 永冨　　稔氏

◎会員増強の件…全世界でロータリアンは約
120万人

日本は、最盛期13万人いたが、現在10万人
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その他の報告



青年男女に、ロータリー精神を習得し、ロ
ータリー活動をしてもらい、その修練を通じ
て将来の地域社会の指導者を育成する。
奉仕活動そのものに目的があるのではな

く、奉仕を通じてローターアクト会員個人個
人の指導力の開発と市民精神の育成を目的と
する。

【ローターアクトの活動及び機能】
☆クラブ奉仕委員会
会員相互の友愛を深め、各自の人間開発
に役立てよう。
☆専門知識開発委員会
職業人としての誇りを持ち、その責務の
達成に努力しよう。
☆社会奉仕委員会
地域社会を知り、奉仕を実践しよう。

☆国際奉仕委員会
国際理解に努め、世界の平和に寄与し

よう。

『松浦党の里　ほんなもん体験』
NPO法人
体験観光ネットワーク松浦党

明石　克磨
か つ ま

様

●体験型観光が求められる背景
①豊かな国のはずの日本…
本当の豊かさとは、「心の豊かさ」
②「見る」や「聞く」ならお茶の間でも可能
見る観光から体験型観光へ
③癒しが求められるのは人間関係に起因
人の高まりこそ特効薬
④学校教育現場の課題と学力低下・・・
人間関係構築能力とやる気が重要

●体験型観光と地域振興①
〈目的〉
松浦市における交流人口拡大による地域興し
①農漁業者の所得向上
②地域農水産物の需要創出
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親睦活動委員会　峯　　博之君

大神　邦明会長、中村　徳裕幹事
有薗　良太副幹事
2007～08年度がスタートしてやっと1ヵ月

が過ぎました。皆様方のご協力に感謝いたし
ます。あと11ヵ月よろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員会
委員長　F田　俊夫君

「ローターアクトとは」
【ローターアクトクラブ】
18歳～30歳までの男女で構成

される団体です。
1968年3月13日に米国ノースシャロットRC

の提唱でローターアクトクラブが設立されま
した。
第2740地区では、佐賀ローターアクトクラ

ブが最初に設立されております。2005年度に
は大学を基盤とするローターアクトクラブが、
地区内で初めて長崎国際大学に佐世保ロータ
リークラブの提唱で、長崎国際大学ローター
アクトクラブが設立されました。

【ローターアクトの目的】
青年男女が、個々の能力の開発にあたって
役立つ知識や技能を高め、それぞれの地域社
会における物質的・社会的ニーズと取り組
み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々の
間によりよい信頼関係を推進する機会を提供
することを目的としている。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 3,000円

累　　計 113,000円

◇

ロータリー3分間情報

卓　　話
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（今週の担当　金氏嘉一郎）

●体験型観光と地域振興②
〈手法〉
目標が明確な修学旅行の獲得
①修学旅行は比較的少ないコストで大きな
成果
②修学旅行での基礎固め→次の段階は個人
客で周年化

●体験型観光と地域振興③
〈成果〉
外貨獲得と生きがい形成
①経済効果（直接効果）H18年度　約1億円
（受入数：約1万人）
②日本を背負う青少年の健全育成（生きる力
を育む）や、健全な食文化の伝承に貢献

●体験型観光と地域振興④
地域振興を図ることは…官民の共通した目的

蚫
体験型観光は、官民共通の目的を具現化する
効果的な手法

●松浦党の里　ほんなもん体験①
藺松浦党の里…
水軍「松浦党」の拠点地域
藺場所…
長崎県北部の北松浦半島地域（松浦市・平
戸市・北松の一部）

●松浦党の里　ほんなもん体験②
藺ほんなもん体験…
地域の自然や農林漁業などの生業を活か
し、プログラム化した“ほんもの体験”
体験プログラムは、漁業体験、農業体験、
民泊など90種

●「ほんなもん体験」の理念
藺ありのままの暮らしや、自然の営みの中で、
生徒さんをお客様ではなく、家族の一員と
してお迎えします。
藺体験や民泊を通して、生徒さんに豊かな食
文化や生活文化、農水産物の価値、家族の
絆や親の愛・人の愛を伝えます。
藺特に、ふれあいを通してコミュニケーショ
ン能力を高め、モチベーションを高めて
「力強く生きる力」を身につけていただき
たいと強く願っています。
藺このため、生徒さんにとって、安全で、か
つ教育効果の高い修学旅行となるよう、心
を込めてお手伝いをさせていただきます。

●ほんなもん体験　3つの特徴
①90種類の豊富な農林漁業体験と、1日最大
2,000名の受け入れが可能な漁村・農村で
の民家ステイ体験
②13地区の受入組織の代表が理事を務める民
間コーディネート組織と、長崎県や松浦市
など、行政がバックアップする地域連携の
受け入れシステム
③年間延べ60回を超えるインストラクター講
習会や、事故に備えた賠償責任保険への加
入といった安全・安心に対する万全の備え

これらの取り組みが評価され、都市と農山
漁村の共生・対流促進の表彰で、内閣総理大
臣賞である「オーライ！ニッポン大賞グラン
プリ」を受賞

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

＊次回例会予告＊

岩崎　邦臣ガバナー補佐訪問


