
会長　橘F 克和君
7月20日豺海の日に因んで、「ビーチクリ

ーンアツプ」ということで、地域発展委員会
の木村委員長をはじめ10数名の方々で、鹿子
前地区に行って参りました。生憎の雨模様で、
ごみ拾いも大変でしたが、ご参加いただきま
した皆様大変ご苦労様でした。
しかしながらパールシーのリニューアルオ
ープン等の後で、すごく綺麗な状態でともか
く、ごみを探すのに苦労する状況でした。ど
なたかが、ご自宅よりご持参された戦利品を
分け合う様で、また終わった後の飲み物の差
し入れの空きビンも、大事なごみと変わりま
した。
「こんな帳面消しのような事も必要なのか
な？」と木村委員長に質問をしましたら、
「市民へのアピールと、ごみを出さないよう
にしようというキャンペーンとして大事な事
です」との立派な答えをいただきました。つ
いでに申しあげますが、木村委員長が所属さ

れている「佐世保青果市場」の社長が毎朝先
頭だって掃除をされているそうで、結局ごみ
を出さないという事に繋がっているとの話を
聞き、改めて率先垂範の大事さと小さなこと
の積み重ねが大事だと感じた次第です。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○ゲスト
第2740地区第5グループガバナー補佐
北松浦RC 西尾　弘毅君
北松浦RC 御厨　成宏君

○ビジター
佐世保南RC 太田　博道君

幹事　石井　正剛君
１．第2740地区ガバナー事務所
8月ロータリーレート1ドル 94円（現行98円）

２．地区職業奉仕委員長 岩崎　修一君
職業奉仕セミナー開催予定のお知らせ
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



日時／平成21年9月19日貍 13:00～17:00
17:00～懇親会

場所／諫早市　観光ホテル道具屋
出席対象者／クラブ職業奉仕委員長、他1名
セミナー講師／第2680地区　田中　　毅氏
登録料／5,000円

３．地区国際青少年交換委員長瀬戸口智彦君
2010～2011年度 国際青少年交換学生（派

遣）の募集について
応募資格／出発時点で15歳以上18歳6ヵ

月までの学生
受付締切日／2009年9月19日貍必着
地区選考会／2009年9月27日豸会場未定

４．地区大会実行委員長 古瀬　　亨君
2009～2010年度 地区大会のご案内

10月30日貊 17:00～
RI会長代理歓迎晩餐会
場所：雲仙観光ホテル

31日貍 12:30～　大会　本会議
場所：島原復興アリーナ
14:20～　記念講演「いつもチ
ャレンジ精神で」草野　仁氏
16:10～　大会 本会議（第2部）
18:30～　記念懇親会
場所：九十九ホテル

11月1日豸 9:00～　Aの部　見学ツアー
8:00～　Bの部
記念ゴルフ大会（島原ゴルフ場）

５．地区幹事 高木　義和君
地区大会会計長 中島　博行君
「地区大会」人頭分担金送金のお願い

送金期限／2009年9月15日
１人当たり／5,300円（クラブ会費より拠出
いたします）

６．北松浦ロータリークラブ
幹事　前田　治伸君

「クラブ現況及び活動計画・実績報告書」
の送付

７．佐世保学園長 櫻井　英雄様
「第59回社会を明るくする運動」意見発表会
ご出席へのお礼状

■地域発展委員会 委員長　木村　公康君
7月20日豺・海の日、雨の中「ビーチクリ

ーンアップ」に11名の方にご出席いただきあ
りがとうございました。前日すでに清掃され
ていた為ほとんどゴミはありませんでした
が、石井幹事が自宅よりわざわざ空ペットボ
トルをご持参いただきました。おかげさまで
無事にビーチクリーンアップを終了させてい
ただきました。次回は11ヵ月後の市民清掃で
す。よろしくお願いします。

参加者：橘闍会長、闍田副会長、飯田会長エ
レクト、石井幹事、円田副幹事、西村社会奉
仕委員長、米倉会員、金氏会員、加納会員、
平尾会員、木村会員

■ローターアクトクラブ
委員長　三浦桂一郎君

長崎国際大学RAC7月例会の

お知らせ

日時／7月22日貉 18:30～
場所／ハウステンボスJR全日空

ホテル　2階小宴会場
メークアップ料／1,500円（お食事代）
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親睦活動委員会　委員長　古賀　　巖君

○結婚記念月のお祝い

溝口　尚則・圭子様
ご夫妻（29日）

親睦活動委員会　納所　佳民君

第2740地区第5グループガバナー補佐
北松浦RC 西尾　弘毅君
今年度第5グループガバナー補佐を仰せつ

かりました北松浦RCの西尾でございます。
今年1年間よろしくお願い申しあげます。

北松浦RC 御厨　成宏君
お世話になります。

橘F 克和会長、F田　俊夫副会長
石井　正剛幹事、円田　浩司副幹事
福田　金治君、大神　邦明君
遠田　公夫君、安部　直樹君
富永　雅弘君
西尾ガバナー補佐のご来訪を歓迎して。

山縣　義道君
西尾ガバナー補佐、御厨様のご来訪を歓迎
致します。

岡　　英樹君
先週の永年会員表彰ありがとうございまし
た。先週欠席しましたので。

溝口　尚則君
結婚記念日のお祝いありがとうございま

した。

「ローレライ」合唱

第5グループガバナー補佐

西尾　弘毅君　

国際ロータリー第2740地区 第5
グループのガバナー補佐を仰せつかりました
北松浦ロータリークラブの西尾洋服店の西尾
でございます。本日は、北松浦ロータリーク
ラブ唯一のチャーターメンバー（1996～1997
分区代理を務めた）御厨会員と同席させて頂
いております。
御厨会員からは日頃より、佐世保ロータリ
ークラブは北松浦ロータリークラブのスポン
サークラブで、吉富勝治特別代表には大変ご
指導賜り、1969年（昭和44年）創立総会、又、
チャーターナイトの折は大変なご指導を頂い
た事に対しての感謝の気持ちでいつも何かあ
る時は佐世保ロータリークラブのご指導を仰
ぎなさいと口癖の様に言われます。

早いもので、北松浦ロータリークラブも今
年2月、創立40周年記念式典を終わらさせて
頂きました。その折ご多忙の中、長島副会長
様、木村幹事様にはご出席賜り、お祝いをし
て頂き、会員を代表致しまして厚くお礼申し
あげる次第でございます。

ニコニコボックス

歌 の 時 間

ニコニコボックス 本日合計 22,000円

累　　計 124,000円

◇慶　　　祝
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また、今年度のＩＭは第4・5・6グループが
開催するようになりましたが、順番・取り決
め事で、昨年は第4グループのガバナー補佐
のもとで開催され、今年度は第5グループの
ガバナー補佐のもとでＩＭを開催しなければ
なりません。ガバナー補佐を引き受けたもの
の心配ですが、スポンサークラブである佐世
保ロータリークラブの皆様方にはこの1年間
大変お世話になりますが、よろしくご指導賜
ります様お願い申しあげます。

本日は、第1回目のガバナー補佐訪問のあ
いさつに参りましたので、よろしくお願い申
しあげます。
早速、石井幹事様より立派に出来上がりま
した佐世保ロータリークラブのクラブ現況・
活動計画および報告書を送って頂き有り難う
ございました。拝見致しますと、佐世保ロー
タリークラブは昭和26年2月、創立総会を迎
えられ、来年度は創立60周年を迎えられると
の事、本当におめでとうございます。その間、
富永さん、田中丸さん、武井さん、安部さん
4名のパストガバナーを出され、松尾さん、
闍橋さん、山下さん、安福さん4名の分区代
理、ガバナー補佐を出されております。それ
を見ましただけでも歴史の重さを感じます。
また、佐世保ロータリークラブの組織図表
を拝見致しましても、我々のクラブでは委員
会を設けた事のない、インターアクト、ロー
ターアクト、青少年活動、国際奉仕少年計画、
世界社会奉仕部門と、多彩な委員会があるの
に驚きました。
ところで、橘闍会長もクラブ方針として、

ロータリーの組織は異業種の方々、年代の相
違など色々な皆様の集まりで自己修養の場に
し、積極的に参加し、ロータリーの良さを感
じる場にする為の工夫をしたいとの事で、ク
ラブ内の親睦と融和に努められる様です。お
のずと会員増強に繋がると思います。よろし
くお願いします。

第2740地区 高城昭紀ガバナーは、会長・
幹事様、又、地区協議会に出席されました皆
様はよくご存知の様に温厚、誠実な方でござ
います。医療法人「ウィング」高城病院の理
事長様であり、院長様でございます。ガバナ
ーも橘闍会長が言われる様に、研鑽の場であ
り親睦と融和で楽しいロータリー例会にした
いものですとの事です。
そこで今年度の地区方針と致しまして、こ
の10年間、会員が減り今こそ増強をとの事で、
まず第一に会員増強をしたい、目標としてぜ
ひクラブ純増2名の達成を強くお願いし、地
区として114名の増強を皆様にお願いしてく
ださいとの強いお願いがありました。
第二に、ロータリー財団年次寄付目標を地
区内で23万ドルという事ですが、佐世保ロー
タリークラブでは報告書を拝見致します限
り、相当の寄付をされている様です。この不
況の中、無理をされない様ご協力をお願い致
します。
第三に、米山記念奨学会年間寄付目標とし
て、1人当たり10,000円相当額をお願いし、
地区で2,500万円の目標にしたいとの事です。
なかなかこの不況では目標達成がなされてい
ないのが実情です。
特に会員増強につきましては、今年度早速
7月11日、クラブ奉仕統括部門研修セミナー
が開催され、佐世保ロータリークラブからは、
富永クラブ奉仕委員長と古賀親睦活動委員長
にご出席頂きましたが、ほとんど会員増強の
為の研修セミナーでございました。グループ
に別れてのディスカッションがあり、富永ク
ラブ奉仕委員長に5グループの進行役をお願
いし取りまとめて頂きました。

4月24日、第5グループの会長・幹事エレク
ト会を開催致しましたところ、橘闍会長様、
石井幹事様にはお忙しい中ご出席賜り、次年
度に対する地区方針をお願いしたり、ぜひと
も早急に決定しなければならない案件がござ
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いましたので、第1回目の第5グループ会長・
幹事会を開催させて頂きました。
まずガバナー補佐訪問の日程に対し、早め
に決めておかないとクラブ活動計画書に記入
できませんので、当クラブは7月22日（本日）
という事で話し合いができました。
次に、ガバナー公式訪問につきましては、

事前にガバナー事務所の方で予定されている
日程につきまして、各クラブの事情をお聞き
し、ガバナー事務所の日程に合わせ、佐世保
ロータリークラブは8月26日貉となっており
ますのでよろしくお願い申しあげます。
次の案件、ＩＭの件ですが、さきほど申し
あげました様に、順番として第5グループの
ガバナー補佐を出した北松浦ロータリークラ
ブがホストクラブとして受け持たなければな
りませんが、当クラブは22名と少人数ですの
で、佐世保ロータリークラブのご協力がなけ
ればなりません。その折はよろしくご協力を
お願い申しあげます。ＩＭは平成22年2月7日
豸と決定させて頂きましたので、よろしくお
願い申しあげます。

御厨分区代理の折、北松浦ロータリークラ
ブがホストクラブとしてＩＭを開催致しまし
たが、その折の実行委員長に指名され、無我
夢中で務めさせて頂きましたが、その時の会
長様が武井パストガバナーでございまして、
国際奉仕部門のパネルディスカッションで当
時、田中先生、曽我会員には大変お世話にな
った事が昨日のように思い出されます。

私のロータリーの考え方としては、おかげ
様で31歳、昭和49年5月に入会させて頂きま
した。その時の推薦者はパスト分区代理の御
厨様で、我々はどちらかというと職人ですの
で部屋の中で良い洋服を作る為に、人前で話
したりするのが苦痛でしたが、何もわからな
くても出席さえしていればロータリーの良さ
が分かるといわれ、その中で社会奉仕は当然

でしょうが、職業奉仕、自分の技術を生かし
てお客様に喜んで頂き、その利益で社会奉仕、
国際奉仕、そしてクラブ内の融和・親睦に努
めればといろいろな方々よりご指導賜り、特
にロータリアン、井上先生、原口先生には実
践でご指導賜りました事に対し感謝申しあげ
ます。
最後になりましたが、会員増強　純増2名

とＩＭに対するご協力をお願い申しあげ、私
の第1回ガバナー補佐訪問例会のあいさつと
致します。

――――――【プロフィール】――――――

第5グループガバナー補佐

西尾　弘毅 君

1974年　北松浦RC入会
1988～1989年度　会長
佐々駅前オーダー専門店西尾洋服店を経営
平成3年「現代名工」労働大臣表彰
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■会長
橘F 克和君

■副会長
F田　俊夫君

■クラブ奉仕委員長
富永　雅弘君

■職業奉仕委員長
田中丸善弥君

■社会奉仕委員長代理
木村　公康君

（今週の担当　小川　芳寛）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民
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＊次回例会予告＊

佐世保地域文化事業団
理事長　深堀　寛治様

「アルカスSASEBOがめざすもの」

■新世代担当理事
有薗　良太君

■国際奉仕委員長
中川内眞三君

■会計
井手　孝邦君

詳細は、クラブ活動報告書に記載されています。


