
会長　梅村　良輔さん
暦の上では“立秋”（8月8日）を

迎えました。毎年のことですが、
これから厳しい残暑が続きます。
くれぐれもご自愛くださいまし
て、仕事に、ロータリー活動に励
んでまいりましょう。

昨今、国の内外とも政情不安、社会不安が
慢性的に続き、大きな問題が山積しておりま
すが、私たちロータリアンは、今できること、
今やらねばならないことに全力を傾注してい
かねばと思っております。

本日は、第5グループガバナー補佐 山本浩平
氏をお迎えしてのクラブ協議会です。本年度
各委員会の活動計画等をお聞きいただき、所
感を頂戴して、岩永信昭ガバナーへご報告い
ただけたらと存じます。

さて、今年度の最大の事業であります、10
月22日貍に開催予定の“3000回記念例会”ま
でのカウントダウンが始まりました。本日の
例会が第2990回目。あと10回でその日が参り
ます。ご案内者、組織、予算等々、会員皆様
のお知恵をお借りすることとなります。どう
ぞよろしくお願い申しあげます。

さて、いよいよ来週8月17日は第2740地区
岩永信昭ガバナーをお迎えしての公式訪問例

会です。カルヤン・バネルジーRI会長のテーマ
等を、また岩永信昭ガバナーの方針、お考え
を親しくお聞きする場でございます。どうぞ
お楽しみに。

○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト

第5グループガバナー補佐
山本　浩平さん（松浦RC）

○ビジター
松浦RC 原田　　孝さん

上村幸四郎さん

幹事　田中丸善弥さん

１．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ

8月4日、6日、8日です。

２．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区社会奉仕委員会

委員長　田嶋　英夫さん
社会奉仕セミナー開催について

日時／2011年9月10日貍 13:30開会
会場／長崎新聞文化ホール アストピア

2階 大ホール「翔鶴の間（東）」にて
出席者／講師（野闢元治パスト・ガバナー）、

ガバナー、ガバナー・エレクト、
ガバナー補佐、地区幹事、次年度
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地区幹事、担当地区副幹事、各ク
ラブ社会奉仕理事（委員長）、地
区社会奉仕委員会

締め切り／8月19日貊

３．地区職業奉仕委員会
委員長　佐古　亮景さん

職業奉仕部門セミナー開催について（ご案内）
日時／2011年10月16日豸 14:00開会
会場／長崎新聞文化ホール アストピア

2階 大ホール「翔鶴の間」にて
出席者／講師、ガバナー、パスト・ガバナ

ー、ガバナー・エレクト、ガバナ
ー補佐、地区幹事、次年度地区幹
事、担当地区副幹事、クラブ職業
奉仕担当理事（委員長）、クラブ入
会3年未満会員（何名でも結構で
す）、地区職業奉仕委員会

締め切り／9月22日貅

４．地区新世代統括委員会
委員長　増G幸一郎さん

【地区委員宛】新世代部門合同研修セミナー開
催について（出席のお願い）
日時／2011年9月10日貍 11:30～
会場／長崎新聞文化ホール アストピア

2階 大ホール「翔鶴の間（西）」にて
出席者／ガバナー、ガバナー・エレクト、

ガバナー補佐、地区幹事、次年
度地区幹事、担当地区副幹事、
各クラブ新世代部門担当理事(担
当委員長)、地区新世代統括委員
会、地区インターアクト委員会、
地区ローターアクト委員会、地区
ライラ委員会、地区国際青少年
交換委員会

締め切り／8月25日貅

５．地区新世代統括委員会
委員長　増G幸一郎さん

【クラブ宛】新世代部門合同研修セミナー開
催について(出席のお願い)
日時／2011年9月10日貍

13:00開会　16:30閉会
会場／長崎新聞文化ホール アストピア

2階 大ホール「翔鶴の間（西）」にて

出席者／ガバナー、ガバナー・エレクト、
ガバナー補佐、地区幹事、次年
度地区幹事、担当地区副幹事、
各クラブ新世代部門担当理事
（担当委員長）、地区新世代統括
委員会、地区インターアクト委員
会、地区ローターアクト委員会、
地区ライラ委員会、地区国際青
少年交換委員会

締め切り／8月25日貅

６．福江ロータリークラブ
会長　有川　一男さん

RYLA実行委員長 牟田　宜昭さん
第32回RYLAセミナー記録誌送付とお礼が
届きました。

ローターアクト委員会　F瀬　宏滋さん
明日8月11日、東京海上の会議

室で16:00よりローターアクト委員
会の例会がございます。ローター
アクトメンバーとの交流もありま
すので、多数のロータリアンの
方々の参加をよろしくお願いします。17:30よ
り懇親会もございますので、よろしくお願い
します。

出席・例会委員会　委員長　高橋　理一さん
今年の3分間情報は入会3年未満

の会員が担当するそうで、本年度
の最初の3分間情報を出席・例会
委員会の高橋が行います。ロータ
リーの友8月号は、既に先週配布
されており、ほとんどの方が、読まれたとは
思いますが、強く印象を受けた部分を紹介い
たします。

8月は、会員増強及び拡大月間です。ロータ
リーの友の特集のタイトルは、「会員数につい
て考える」で、ロータリーの現状を数字で把
握しようというものでした。

国内の会員数が最も多かったのは、1996年
11月末の130,980人でありましたが、本年2011
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年5月末時点では、90,673人と、40,307人、率に
して30%を超える会員が減少いたしておりま
す。会員の減少の結果、クラブの規模は、20
人以下のクラブが1990年には、2%だったのが、
昨年2010年には18%に増加し、100人を超える
クラブが1990年に7%あったのが、2010年には
2%に減少しております。81人以上のクラブが
5%、61人以上のクラブが12%ですから、74人の
佐世保クラブは、大きさでは上位10%に悠々と
入る大きなクラブということになります。200
人を超えるクラブでは出席の管理が大変だろ
うとか、20人以下のクラブでは欠席し難いだ
ろうな、余計なことを考えました。

また、2740地区会員増強委員長の長崎琴海
RC 佐藤　豊さんが、「会員増強のためのネッ
トワークで、めざそう純増」というタイトル
で記事を書いておられますので、お読みにな
っておられない方は是非ご一読ください。

先日、ある会合で、今年のカレンダーは特
異だという話を聞きました。そこで、日付と
曜日の配列について確認してみました。日付
と曜日が、今年2011年と同じになる直前の年
は、2005年で6年前でした。6年前のカレンダ
ーは、祭日が変わっていないと思いますので、
そのまま活用できるはずです。次に同じにな
る年は、11年後の2022年です。うるう年は4年
に1度で、曜日の種類は7ですから、うるう年
で日付と曜日の配列が同じ期待値は、概ね
1/4×1/7＝0.0357で、うるう年以外でそれが同
じになる期待値は、概ね3/4×1/7＝0.1071とな
ります。周期性を持っているため期待値どお
りにはなりませんが、2011年と同じ日付と曜
日の配列は、400年に39回で、期待値の
0.1071×400＝42.84より少なくはなっておりま
すが、特異といえる状態ではありませんでし
た。個人的な感覚ですが、日付と曜日の同じ
年が、これほど沢山あるとは思ってもおりま
せんでした。ちなみに今年と日付と曜日の配
列が同じ年に誕生された当クラブの会員は、
山下　登さん、田中丸善保さん、米倉洋一郎
さん、山下尚登さん、黒木政純さん、山田眞
弘さん、溝口尚則さん、平尾幸一さん、久富
洋一さんの9名の方です。今年の誕生日の曜日
が、産まれた日の曜日です。

また、特異ということでこんな話も紹介さ

れました。誕生年を西暦に換算し、今年誕生
日を過ぎた自分の年齢(満年齢)を加えると、下
2桁は11になります。これは、今年だけの話で
非常に珍しく、100年に1度、1回限りの話です。
試してみてください。妙に納得させられまし
たが、考えてみると、年齢＝暦年－誕生年（年
齢＋誕生年＝暦年）ですから、暦年の下2桁の
数字は、100年に一度確実に回ってきます。こ
れを珍しいと言うかどうかは、皆さんのご判
断です。

親睦活動委員会　坂本　　敏さん
○今月の誕生祝い

溝口　尚則さん（4日）
橘闍 克和さん（8日）
浦里　和弘さん（10日）
松尾　慶一さん（11日）
才木　邦夫さん（16日）
副島　正義さん（27日）

親睦活動委員会　佐藤　丈治さん
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）

目標に向けてのクラブの進捗状況を楽しみ
にしています。

松浦RC 原田　　孝さん（前佐世保RCメンバー）
ご無沙汰しています。よろしくお願いします。

梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
田中丸善弥幹事、芹野　隆英副幹事
山縣　義道さん、福田　金治さん
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山本浩平 第5グループガバナー補佐の訪問を
歓迎いたします。

遠田　公夫さん
☆去る8月3日、えぼしにドッグランをオープ
ン、ボランティアとして頑張っています。3日
間で、1ヵ月分の登録予定を突破。改めてワン
コと共にする人の多さを実感いたしました。
皆様も是非、ワンコとお越しください。

☆FMさせぼでは、東北震災被災者応援の為の
コンサート、太鼓の「TAO」公演を行います。ラ
スベガスをはじめ、世界で活躍する和太鼓グル
ープで、大人気のグループです。9月9日、アル
カスSASEBOで開催します。是非、お越しくだ
さい。

橘F 克和さん、松尾　慶一さん
才木　邦夫さん、浦里　和弘さん

誕生祝いありがとうございます。

■会長
梅村　良輔さん

◎RIのテーマ
カルヤン・バネルジーRI会長（インド・バピRC）

は、RIのテーマを発表されました。それは
「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
です。

◎第2740地区のスローガン
これを受けて第2740地区 岩永信昭ガバナー

（長崎北東RC）は、この宗教的・哲学的なRIテ
ーマを深く理解され、それにより推進される
決意を表明。

RIの強調事項として掲げられた ①家族 ②継
続 ③変化　この3つを地区のスローガンとして
運営されます。

◎クラブ運営方針
蘆RI会長並びに第2740地区ガバナーの方針を

順守致します。
蘆前年度、佐世保ロータリークラブは創立60周

年を迎え、数々の意義深い記念事業を成功
裏のうちに運営されました。
そこで本年度、佐世保ロータリークラブのテ
ーマを「70年への第一歩　足元を見つめて」
と致したいと存じます。（足元…原点、基本、
自分自身を見つめなおすetc.  広義での解釈）
蘆本年度は10月22日貍に記念すべき“3000回
例会”を迎えます。詳細は未定で、皆様の
お知恵をお借り致したいと存じますが、ゲ
ストやご家族もお招きし、楽しい・思い出
に残る夜の例会になればと思っております。
蘆第4，5，6グループのガバナー補佐の会議で、

岩永ガバナーも推奨されているＩＭを今年度
も開催することになりました。但し、第4グ
ループ（唐津、伊万里）は独自に開催する
ことに決定。したがって第5，6グループが合
同で開くことになりました。（時期は2012年
2月18日貍、内容は未定。主管は佐世保中央
RCにて）
蘆各大委員長、小委員長、会員の皆様の創意

工夫を凝らした計画により一年間運営させ
ていただきます。
蘆会員拡大では、純増2名の目標でまいります。

◎活動計画

詳細は、「クラブ現況、活動計画および報告書」
をご覧ください。

■クラブ奉仕委員長
平尾　幸一さん

P.25をご参照ください。

■クラブ奉仕委員長（副会長）
米倉洋一郎さん

P.26をご参照ください。
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ちも楽しみです。それから昨年度までガバナ
ー補佐をされていた福田さんが、休む暇なく
今年度はクラブの国際奉仕委員会の委員長を
受けられていることです。（少し…休ませて上
げてはどうですか?）さすがに経験豊富な方だ
けに、財団寄付についても、今年度の目標を
しっかり立てておられます。昨年度までの実
績についても、

ロータリー財団　総額 408,565ドル
米山記念奨学会　総額 80,998,800円

（素晴らしい）
1千万円から達成クラブ表彰というのがあり

ますが、佐世保クラブにおかれては、8千万円
達成で表彰をお受けになられたと思いますが、
次の目標9千万円を目指し受賞されるよう頑張
ってください。地区米山委員会の曽我委員長
も激励されていました。ちなみに、昨年度最
高額1億5千万円に達成されたクラブは、第
2560地区の「京都南RC」でございました。ま
た、1億円台のクラブが昨年度は全国で6クラ
ブが達成され表彰を受けておられます（東京、
土浦、横浜、大阪、大阪東、京都南）。

2月22日貉には、第61回の創立記念例会を開
かれるようですが、これも楽しみです。この
ように楽しみは、自分達で作っていかないと、
黙って待っていても楽しみが向こうから来る
ことはないと、つくづく思い参考になりまし
た。

さて、今年度の会員増強の目標ですが、純
増2名と計画されています。これは昨年度、創
立60周年で純増5名を果たされましたので、今
年度は少し遠慮された数字かなとも思いまし
た。創立記念例会の2月22日に向けて、1名で
も多くの会員増強を果たされますことを期待
致しております。私の所感と致しましては、
以上のようなところでございます。佐世保RC
の今後のご発展と、会員皆様方の、ご健勝を
心からお祈り申しあげます。お疲れ様でした。
有り難うございました。
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■職業奉仕委員長　
加納洋二郎さん

P.27をご参照ください。

■社会奉仕委員長
石井　正剛さん

P.28をご参照ください。

■新世代奉仕委員長
松尾　文隆さん

P.29をご参照ください。

■国際奉仕委員長
福田　金治さん

P.30をご参照ください。

国際ロータリー第2740地区

2011-2012年度

第5グループガバナー補佐

山本　浩平さん（松浦RC）

みなさん、こんにちは! お盆を前に何かとお
忙しい中、クラブ協議会を開いていただきま
して有り難うございました。本日は大変勉強
になりました。さすがに、創立61周年を迎え
られたクラブだと思いました。報告書を見て
も、クラブの歴史を十分に感じ取ることが出
来ました。

まずは、全国で54番目の創立。また、第
2740地区では長崎RCについで2番目に創立さ
れた歴史と伝統を誇るクラブだと感じました。
また、今年度は、新たに「70年への第1歩　足
元を見つめて」のクラブテーマを掲げられ、

「原点、基本、自分自身を見つめなおすため」
の目標にチャレンジされておられます。

10月22日には、3,000回例会が予定されてい
て、どのようなイベントが行われるのか私た
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（今週の担当：松本　由昭）
（カメラ担当：中村　徳裕）

◎報告とお願いについて
１．RI会長賞・チェンジメーカー賞について

PETS研修セミナーの時、小冊子は頂かれて
いると思いますが、

〔RI会長賞〕
クラブの表彰が対象で、ロータリー財団

への寄付と会員増強に関連する要素が含ま
れています。要件を満たし、地区ガバナー
による証明を受けたクラブに表彰状が贈ら
れます。2012年4月6日までに、地区ガバナ
ーに結果を提出。

〔チェンジメーカー賞〕
五大奉仕部門活動を通じて、2011-12年度

に非常に大きな影響をもたらしたロータリ
ークラブが表彰されます。この手続きも
2012年3月15日まで地区ガバナーに提出。
どうぞ、頑張ってトライしてください。

２．クラブ・ビルダー賞について
候補者の資格として会員歴10年以上で、会員

の責務を果たしている人。また、クラブ会長の
経験者で会員30名以上のクラブであること。

※毎年、地区ガバナーが、1地区につき以下
のような1名の候補者を推薦することがで
きる。

①5名の会員を個人的に勧誘して入会させる
（正会員として在籍中）

②ロータリーの研修に参加したことがある
こと

③職業奉仕プロジェクトに参加したことが
ある
（従業員研修、職業相談、職場の薬物濫

用防止と治療など）
④地区協議会に2回出席していること

推薦書式を11月1日までに提出となってい
ますので、該当者がおられたら報告をお
願いします。

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＊

第2740地区 岩永信昭ガバナー公式訪問

３．「出席規定の適用を免除された会員」のク
ラブの「出席率の計算方法」について、先日、
福田パスト・ガバナー補佐よりご丁寧に送っ
ていただきました。これを見て私も勉強にな
り助かりました。あらためてお礼申しあげま
す。佐世保クラブにおきましては、既にお聞
きになられていると思いますので、他クラブ
訪問の際、伝えて参りたいと思います。

本日は、お盆を控え何かとお忙しい中にク
ラブ協議会を開催いただきましたことに厚く
お礼申しあげます。佐世保RCの今後のご発展
と会員皆様方のご健勝を心からお祈り申しあ
げ、ガバナー補佐としての所感とさせていた
だきます。お疲れ様でした。ありがとうござ
いました。


