
会長　梅村　良輔さん
今年の梅雨は亜熱帯地方のスコ
ールのような雨が激しく地を叩く
日が続きました。梅雨明けが報じ
られたと同時に、また猛暑の季節
がやってまいりましたが、会員の
皆様方、お元気でお過ごしのことと存じます。
くれぐれも熱中症にならないように、水分補
給を意識して行ってください。
7月9日貍、地区クラブ奉仕部門研修セミナー
に私と米倉洋一郎副会長で参加してまいりま
した。“会員増強”と“退会防止”に関してのセ
ミナーでした。どのクラブもこの2点について
は苦労されているのが現状です。のちほど、
米倉副会長から報告いただきます。自分のク
ラブの会員増強にはなりませんが、“会員紹介
ネットワーク”の活用で広域的ネットワーク
を活用して、よその地域に住むロータリアン
に相応しいと思われる親戚・友人・知人等を
その地区のクラブに紹介するというシステム
を薦められておりました。
7月11日豺、市内8ロータリークラブ会長・幹

事による“佐世保市長表敬訪問”に行ってまい
りました。朝長市長より“１W・４Ｋ”つまり、
佐世保の地域特性を活かして、１W…WEST
日本の最西端、４Ｋ…①企業立地　②観光振
興　③基地　④港湾整備　これ等を積極的に
推進していくと説明され、ロータリークラブの
協力も求められました。
本日は、第5グループガバナー補佐 山本浩平
さんがおいでになっております。後程ご挨拶

をいただきます。
本日は、2回目のクラブ協議会です。①クラ

ブ奉仕委員会　②社会奉仕委員会　③国際奉
仕委員会の順でお願い致します。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト
第2740地区第5グループガバナー補佐

山本　浩平さん
○ビジター
松浦RC 百武　裕二さん

第2740地区第5グループガバナー補佐
山本　浩平さん

さて、この度、第5グループガ
バナー補佐に任命されました、松
浦ロータリークラブの山本でござ
います。元より浅学非才な私です
が、岩永信昭ガバナーの方針の下
で、微力ではありますが、一生懸命務めさせ
ていただきますので、よろしくお願い申しあ
げます。
第5グループは、佐世保RCをはじめ、平戸

RC、佐世保西RC、北松浦RC、松浦RCの5クラ
ブからなっております。その中でも佐世保RC
におかれましては、昨年度、創立60周年を迎
えられ、本当におめでとうございました。更
に、平戸RCも創立50周年を迎えられました。
この様に、私が担当するグループに、歴史あ
るクラブが存在していることは、第5グループ
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の誇りで、私としても光栄に存じます。
さて、私は1973年、松浦RC創立時のチャー

ターメンバーとして、現在38年目を迎えてお
ります。今から26年前にクラブ会長を務めま
したが、その時のガバナーが、故 岩永光治様
でございました。奇しくも今年度の岩永信昭
ガバナーは、故 岩永光治パストガバナーの甥
になられます。今回、私が岩永信昭ガバナー
の下でガバナー補佐の任務にあたるのも、何
かのご縁だと思い、この一年間、精一杯努力
致す所存でございます。
今年に入ってから約半年、セミナー続きで

した。2月に「地区チーム研修セミナー」、3月
に「PETS研修セミナー」、「第1回ガバナー補佐
会」、4月に「地区協議会」、6月に「新旧ガバナ
ー補佐会」など、今まで知らなかったことを、
色々と勉強させていただきました。これまで、
私自身、如何にロータリーについて勉強して
いなかったかと深く反省しています。
今回、ガバナー補佐に任命されたことは、

再度、基本に返り、ロータリーを勉強する機
会をいただいたものと、私なりに努力をした
いと思っています。私は、これまでロータリ
ー活動を通して「友情と親睦」そして「お互
いを理解し、尊敬すること」などを学び、ロ
ータリーを楽しむことが出来ました。これか
らは、少しでもロータリーの中味について勉
強して参りたいと思っています。
これからは、各クラブとガバナーとの連絡

役、情報提供に徹しながら、一つひとつの問
題を解決しながら進んでいきたいと思います。
すでに、今まで各クラブ宛にメールで連

絡・報告などさせていただいておりますが、
これからが本番です。何かお分かりにならな
いこと、困ったことがありましたら、いつで
もご相談ください。とは言っても、佐世保RC
には、逆に私の方が教えていただくことばか
りだと思いますので、よろしくお願い申しあ
げます。今年度は、皆様と共に、ロータリー
を語り、ロータリーを大いに楽しみ、心に残
る年度にしたいと思います。
最後になりましたが、この一年間、温かい

ご支援、ご協力の程よろしくお願い申しあげ
まして、佐世保RCのご発展と会員皆様方のご
健勝とご多幸を心からお祈り致しまして、新
年度第１回訪問のごあいさつとさせていただ
きます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

幹事　田中丸善弥さん
１．譛ロータリー米山記念奨学会
「ニュース　ハイライトよねやま125号」が
メールにて届きました。

２．第2740地区　ガバナー事務所
盧7月9日クラブ奉仕会員増強研修セミナー
資料が届きました。
①プログラム
②RI研修リーダー 杉谷卓紀

たかのり

さん（玉名RC）
特別講演資料
③会員増強資料
④アンケート集計結果

盪ホームページ更新情報
7月5日、8日、11日です。

蘯米山記念奨学会委員会
委員長　曽我文雄さん
米山奨学生の“出前卓話”ご利用のお願
いがきております。

３．いわき平 中央ロータリークラブ
「東日本大震災 特別号 週報」が届きました。

４．大村ロータリークラブ
週報No.38～No.42、No.1 が届きました。

５．佐世保南ロータリークラブ
佐世保北ロータリークラブ
ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報告書」
が届きました。

６．長崎国際大学ローターアクトクラブ
「6月 月報」が届きました。

■副会長 米倉洋一郎さん
地区クラブ奉仕部門研修セミナー報告
7月9日貍、会員数の第2740地区の現状につ

いてのセミナーが行われました。会員増強と
退会防止についての勉強会でした。

■地区ローターアクト委員 増本　一也さん
第2740地区ローターアクト委員会報告
今年度、地区委員に任命されました増本で
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中村　徳裕さん（6日）
木村　公康さん（27日）

親睦活動委員会　大野　高広さん

第2740地区第5グループガバナー補佐
山本　浩平さん（松浦RC）
これから一年間、クラブと地区との橋渡し

役として務めて参りたいと思います。ご協力
の程よろしくお願いします。

梅村　良輔会長、田中丸善弥幹事
芹野　隆英副幹事、福田　金治さん
山本ガバナー補佐のご来訪を心から歓迎し

ます。

岡　　英樹さん
7月8日付の長崎新聞に「佐世保市宇久町の

市立宇久中学校で、5日 一流芸術家が学校を訪
れる『子ども夢・アートアカデミー』があり、
洋画家の絹谷幸二さんが生徒への講話や実技
指導に当たった。各分野の優れた芸術家でつ
くる日本芸術院が全国の学校に会員を派遣し
ている社会貢献事業の一環。絹谷さんは長野
冬季五輪では公式ポスターを担当した。」とい
う記事が写真入りで掲載してありました。
長崎新聞社の才木邦夫さん、ありがとうご

ざいました。絹谷さんは長女の夫（健二さん）
の父上です。

松本　英介さん、田中丸善弥さん
山田　眞弘さん、中村　徳裕さん
木村　公康さん
誕生祝いありがとうございました。
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す。梅村会長に『お前は、俺の申し出を断る
勇気があるのか』と言われ、引き受けたのが
実情です。
今年度ローターアクトの委員長は、長崎RC

の藤岡良規さんです。彼は、3年間ローターア
クトの委員長を続けておられ、大変熱心な方
です。彼の会社は、長崎のトヨタカローラで
すが、彼の双子のお兄さんは藤岡石油の社長
ですし、仕事柄懇意にさせていただいてます。
又、今年度地区代表になった西山君は、現

在、佐世保東RACに所属し、学生時代は長崎
国際大学RACの会長経験者です。彼には、本
当に代表として活躍していただく事を願って
います。
藤岡委員長には、地区委員として佐世保東

RACと長崎国際大学RACを担当する様に言わ
れましたので、又、私自身、佐世保ローター
アクト委員会の一員ですから、地区とのパイ
プ役として何らかのお役に立てればと考えて
います。皆さん今年一年間、どうぞよろしく
お願い致します。

■社会奉仕委員会 委員長　黒木　政純さん
「ビーチ・クリーンアップ」のご案内
日時／平成23年7月18日（月・海の日）

午前8:30集合（雨天決行、荒天中止）
場所／西海パールシー（鹿子前)

■ローターアクト委員会
委員長　小川　芳寛さん

7月14日貅 18:30より、ハウステンボスJR全
日空ホテルにて、長崎国際大学RACの例会が
ございます。当日は、当クラブの幸良秋夫さ
んに卓話をしていただきます。お時間の許す
方は是非お越しください。

■60周年記念誌部会 部会長　西村正一郎さん
10月22日貍の佐世保RC 3,000回例会の記念行
事を記念誌に入れます。

親睦活動委員会　委員長　円田　浩司さん

○誕生月のお祝い
松本　英介さん（1日）
田中丸善弥さん（4日）
山田　眞弘さん（5日）
松本　由昭さん（6日）

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 15,000円

累　　計 96,000円

◇
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（今週の担当：有薗　良太）
（カメラ担当：佐藤　丈治）

2010-2011年度第5グループガバナー補佐
福田　金治さん

「ケイト」のホストクラブ辞退の理由
東日本大震災の際、茨城県より当地区へ避

難してきた交換学生「ケイト」のホストクラブ
を辞退した経過を説明します。
第5・第6グループで「ケイト」を預かるこ

とを決定後、佐世保RCがホストクラブとなり、
ハウステンボス佐世保RCの太田さんにホスト
ファミリーをお願いいたしました。
その後、順調に「ケイト」は九文で留学生

活を送っておりました。トラブルが発生した
のは、「ケイト」がオーストラリアのカウンセ
ラーの「ポール」さんへ「ホストファミリー
の太田さんの指導が厳しい」というメールを
送ったのが発端です。
オーストラリアのカウンセラーが過剰反応

されて、当地区の青少年交換委員会へ「ホス
トファミリーの太田さんの指導が厳しいので、
ホストファミリーの交代が可能か」という内
容のメールが送られてきました。このメール
を、地区委員会が雇用している事務員が、地
区委員長の許可を得ずに、地区委員へメール
されたので、ホストファミリーの太田さんも、
このメールの内容を知ることとなりました。
太田さんより、交換学生との信頼関係が崩

れたので、これ以上ホストファミリーは続け
られないと私の所へ申し出がありました。ホ
ストファミリーを交代するということは、太
田さんの指導が間違っていたと認めることと
なり、その様なことは太田さんの名誉の為に
も出来ません。そこでガバナーに対して、佐
世保クラブがホストクラブを辞退すれば、ホ
ストファミリーの太田さんも当然ホストファ
ミリーの仕事が終了することとなり、太田さ
んの名誉を傷つけないので、ガバナーの方で
「ケイト」を預かって貰う様にお願いしました。
結果は、ガバナーに「ケイト」を預かって

もらうことになり、「ケイト」は日本での留学
生活を続けることが可能となりました。
以上が当クラブがホストクラブを辞退した

真相です。

◎活動計画

■クラブ奉仕委員長
米倉洋一郎さん

■社会奉仕委員長
石井　正剛さん

■国際奉仕委員長
福田　金治さん

詳細は、クラブ活動計画書をご覧ください。
尚、正誤表は次回セルフボックスに用意してお
きます。よろしくご査収ください。

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

藺会計報告
2010-2011年度決算
2011-2012年度予算

藺卓話予定者
アトランタオリンピック、シドニーオリン
ピック日本代表（陸上競技選手）

田端　健児様

「スポーツを通して佐世保を元気にする!」

その他の報告


