
会長　大神　邦明君
本日は、第2740地区 野口　清ガバナーの

訪問を受けての例会でございます。
前回の例会では、岩崎邦臣ガバナー補佐へ
の活動報告、およびクラブ協議会を行い、報
告事項は終了したものと思います。
本日の例会は通常に行い、私どもの常なる
状態をガバナーに見ていただき、また、感じ
ていただいて、後程の講話の中で評価してい
ただければ幸いと考えます。
RIのウィルキンソン会長は「ロータリーは
分かちあいの心」をテーマとされています。
これに対して私どもは、ロータリー活動にお
いて、例会で得た情報、感じたもの、相互信
頼も含め、それを基として自分の職業活動を
通じて社会奉仕を行おうと努めています。
野口ガバナーの提唱される「ロータリーを
楽しみましょう。主役はあなた、何か1つ良
い事をしよう。」のテーマに応える形なので
すが、今年度の佐世保ロータリーのテーマは
「例会を楽しく、大切に」と掲げております。
これを実現する為に全員の参加、また、多く
の会員の情報、その思いがみんなに伝わる機
会を設け、例会を中心とした多くの事項を実
施しております。
我がクラブとしては、通常例会を夜に行う
事は今日が初めてです。この機に訪問いただ

き誠にありがとうございます。最後まで楽し
んで下さいませ。
さらに、今日は第89回全国高校野球選手権
大会で佐賀北高校が優勝しました。偶然にも
いろいろな事が重なりました。ガバナーおめ
でとうございました。

○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 野口　　清君
第5グループガバナー補佐 岩崎　邦臣君
地区副幹事 木下　博行君
佐賀RC 七田　秀徳君

幹事　中村　徳裕君
１．第2740地区ガバナーエレクト

鈴木　泰彦君
①富永雅弘会員を副幹事として推薦のお礼
②主要行事日程のお知らせ
地区研修セミナー 2008年2月16日貍
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三浦ローターアクト委員と私の計5名が出席
致しました。当日の出席者はロータリー、ロ
ーターアクト合わせて40名でした。

■インターアクト委員会
副委員長　松尾　慶一君

8月4日貍・5日豸の2日間にわ
たり、西海学園インターアクト
クラブの4名の生徒さんは長島正
委員長の指導のもと、平和につ
いて学ぶ機会をいただきました。
（於：長崎・矢太樓）

■児玉　孝雄君
西部ガス㈱佐世保支店長
紹介／松本　英介君

■斉藤　宏隆君
商工中金佐世保支店長
紹介／円田　三郎君

○今月の誕生祝い

○出席100％表彰

次週例会に延期いたします。

親睦活動委員会　出田　研吾 君

第2740地区ガバナー（佐賀RC）
野口　　清君
本日はお世話になります。

第2740地区第5グループガバナー補佐
岩崎　邦臣君
本日は野口ガバナーと公式訪問させていた
だきます。楽しいRCを目指してクラブ運営

会長エレクト研修セミナー
2008年2月24日豸

地区協議会 2008年4月19日貍
地区大会 2008年11月14日貊～15日貍
（都合により変更の場合があります）

２．第6グループガバナー補佐 富田　耕司君
第2740地区ＩＭ開催予定日程決定について
開 催 日／平成20年2月10日豸
開催場所／ジェイアール九州ハウステンボスホテル

３．インターアクト年次大会
ホスト提唱RC

長崎出島RC 会長殿村　周三君
実行委員長 草野　幸子さん

2007-2008年度インターアクト年次大会ご
臨席のお礼状

４．台南ロータリークラブ
機関誌　夏号

５．譛米山梅吉記念館
館報　2007年秋号

６．佐世保東ロータリークラブ
佐世保西ロータリークラブ
クラブ現況と活動報告書

７．元会員　本田　貞勝様
（元長崎新聞社取締役論説委員長）

コラム　長崎散歩　謹呈

■ローターアクト委員会
委員長　福田　金治君

8月19日豸長崎国際大学におい
て、第1回ローターアクト会長・
幹事会が、佐世保東・長崎国際
大学ローターアクトクラブがホ
ストクラブとして開催されました。
当クラブより安部パストガバナー、円田新
世代担当理事、長富ローターアクト副委員長、
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新入会員　入会式

慶　　　祝
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会員増強委員会　富永　雅弘君
世界のロータリアン数：
微増または現状維持の傾向
日本のロータリアン数：
右肩下がりに減少
但し、女性ロータリアン数
は右肩上がりに増加

●国内地区別会員数（2001～2007）
地域の経済状況と会員数の傾向は概ね比例
している
北海道・東北：減少率大
首都圏・名古屋：減少率小
但し、経済状況だけでない面も両面見受け
られる

●2740地区内の会員数（2007年度）
地域別：佐賀西部・唐津、伊万里、長崎で

会員数の減少が顕著
佐賀東部・武雄、有田・大村で会
員数の増加がみられる

クラブ規模：小規模、大規模のクラブでは
現状維持又は増加傾向
中規模クラブで減少、特に60
名～80名のクラブで減少傾向
が大

井手　孝邦君
「星の界」合唱

をされている佐世保RCの皆様、3つのお願い
があります。
①11月に行われる地区大会
②2月に行われるＩＭ
③6月にロスアンゼルスで行われる世界大会
以上3大会への大多数の参加を宜しくお願い
致します。
今年度特に地区大会は新しく、楽しい大会
になるよう計画されています。

佐賀RC 七田　秀徳君
野口ガバナーの公式訪問に随行致しまし

た。お世話になります。

大神　邦明会長、梅村　良輔副会長
中村　徳裕幹事、有薗　良太副幹事
野口　清ガバナーのご来訪を歓迎します。

安部　直樹君、米倉洋一郎君、西村正一郎君
古賀　　巖君、石井　正剛君、円田　浩司君
田中丸善弥君、松本　英介君、山縣　義道君
福田　金治君、加納洋二郎君、中島　祥一君
遠田　公夫君
野口ガバナーのご来訪を歓迎するととも

に、本日全国高校野球選手権大会にて佐賀
北高等学校の優勝、本当におめでとうござ
います。

松本　英介君
西部ガスの児玉孝雄さんの入会を歓迎し

ます。

玉井　　晃君、松尾　慶一君
溝口　尚則君、武田喜一郎君
誕生祝いありがとうございます。

立石　徳雄君、安福鴻之助君
菅沼宏比古君、玉井　　晃君
出席100％表彰ありがとうございます。

ニコニコボックス 本日合計 37,000円

累　　計 224,000円

◇

歌 の 時 間

ロータリー3分間情報
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第2740地区ガバナー
野口　　清君

《佐世保ロータリークラブについて》

藺会員全員の思いや情報を発表する場を多く
している。
藺お互いに職業の専門的情報を提供して、職
業を通じて活動をしている。
藺例会を楽しむ事を率先している。歌を歌う。
藺夜の例会は、今日が初めての開催である。
藺新人を理事に起用してみんなが参加できる
ようなクラブにしている。

卓　　話

第2740地区ガバナー 野口　　清君
第5グループガバナー補佐 岩崎　邦臣君
地区副幹事 木下　博行君

◆国際ロータリーの歴史　その１

シカゴロータリークラブ
1905年から1907年頃までは親睦が中心
1907年以降の課題
1．世の為人の為の奉仕の自覚
親睦のエネルギーをもって世のため人
のためのエネルギーに転化しようと考
えた。

2．その運動の拠点としてのロータリーク
ラブを全米に作ること（ロータリーの
拡大）。

しかし、クラブがロータリー拡大作業をす
ると、クラブの親睦が崩れる。

◆国際ロータリーの歴史　その２

両方（親睦・拡大）の要求を両立させるた
めには、全米のロータリークラブの合議によ
って、奉仕哲学の解明とロータリーの拡大だ
けを専門に遂行する団体を作り、親睦のこと
は、主としてロータリークラブに委ねれば良
いと考えた。これが全米ロータリークラブ連
合会でした。
1912年　国際ロータリークラブ連合会
1922年　国際ロータリー

Chesley R.Perry

◆国際ロータリーの役割

1．奉仕の哲学の追及
RI会長のテーマ、4つのテスト等

2．ロータリーの拡大
新しいロータリークラブを作る

3．情報の伝達
「ザ・ロータリアン」誌を正式文書と
して地方誌などで全世界、RI等の情報
を定期的に伝達する。

という3つの仕事を委託された受託機関



（5）（5）

◆国際ロータリーの権限

1．直接監督権（国際ロータリー細則第３
条３項）
・標準ロータリークラブ定款の採用　
・全世界にロータリークラブを作ること
・ザ・ロータリアン誌、または地域雑誌
の購読

2．指導・助言権（受任義務はない）
・職業倫理訓、モットー、四つのテスト等
・奉仕の実践の提唱

◆標準ロータリークラブ定款

1922年にロータリークラブの中核部分だけ
は全世界のすべてのクラブが共通に持とうと
いう考え方で出来あがったもの。
・一業種一会員制の適用（職業分類表作成）
・例会出席適用（1週に1度）

◆国際ロータリー

全世界のロータリークラブの連合組織体
であって、ロータリアンの集合体ではあり
ません。
国際ロータリーはロータリアンを直接監督
し、ロータリアンに指導と助言を与えること
は出来ない。

◆規定審議会

・国際ロータリーの立法機関
・3年毎に開催
・投票権
クラブ会員数　75名まで1票

76名～125名までは2票
126名～175名までは3票
176名～225名までは４票

◆2007～08年度RI会長

ウィルフリッド J.  ウィルキンソン氏

〔略歴〕
藺カナダ、オンタリオ州、トレントンRC
藺2006-07年度国際ロータリー会長エレクト
藺2005年　国際大会委員会委員長
藺1997-2001年および2002-04年度　ロータリ
ー財団管理委員

藺1993-94年度　国際ロータリー副会長
藺1992-94年度　国際ロータリー理事
藺1971-72年度　地区ガバナー

◆今年度RIのテーマ

Rotary shares

ロータリーは分かち合います

分かち合うとは、
自分に不要になったものを施すことでは
ありません。
人類愛を実践し
人のために我を忘れて自らを捧げること
です。（超我の奉仕）

◆RI会長からのメッセージ

今年度、皆さん一人ひとりにロータリー
と分かち合えるものは何かを考えていただ
きたい。
時間、才能・技能、お金、親切、思いやり、
熱意、決意、等々

◆RI会長強調事項

藺1年間に各クラブ1名増員
藺識字率向上
藺水保全
藺保健と飢餓
藺ロータリー家族
ロータリアンの家族・ローターアクト・イ
ンターアクト・青少年交換学生・ロータリア
ンの遺族・財団奨学生／米山記念奨学生等々
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（今週の担当　黒木　政純）

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＊

卓話　　会員　出田　研吾君

◆国際協議会で学んだこと

藺ロータリーの真髄は多くの友人を作るこ
と。

藺一人で出来ることには限界があるが、友
達の輪が広がれば無限の可能性がある。

◆今年度地区方針

藺ロータリーを楽しみましょう！
（是非来年6月にロスアンゼルス世界大会に出席
して楽しみましょう！）

親　睦
藺主役はあなたです！
職業奉仕

藺何か１つ良い事をしましょう！
社会奉仕


