
会長　梅村　良輔さん
8月という月は、われわれ日本人

にとっても、人類にとっても忘れら
れない、又、忘れてはならない月で
す。昭和20年8月6日広島への原子爆
弾投下、8月9日長崎への原爆、8月
15日の終戦。さまざまなドキュメンタリーが放映
されていましたが、戦後66年経過したにもかかわ
らず、今もその爪痕を感じさせる8月。皆様、こ
の時をどのような思いでお過ごしになりました
か。又、先祖や鬼籍に入られた親戚、友人知人。
それぞれの方たちを偲ぶお盆も過ぎました。
今日、世界経済は世界同時不況の様相を呈し、

ドル安、ユーロ安、極端な円高傾向で、日本経済
も3.11東北地方大震災、原発問題等々、ダブル・
トリプルの試練を与えられている状況です。この
ような状況下におかれても、日本人の努力と知恵
で国難を乗り切るものと信じております。
小さい話ではございますが、円高に関しまして
はロータリーのレートが現在1ドル＝80円で、非
常に寄付しやすい状況になっておりますので、こ
の機会を逃さずご協力をよろしくお願い致しま
す。お盆も過ぎました。残暑の中、仕事にロータ
リー活動に邁進して参りましょう。
本日は、待望の岩永信昭ガバナーによる公式訪問

例会です。因みに岩永ガバナーは地区最年少のガバ
ナーであられます。RIに関すること、第2740地区の

運営方針、ガバナーのお考え等、十分に拝聴して本
年度のロータリー活動の糧と致しましょう。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト
第2740地区
ガバナー
岩永　信昭さん（長崎北東RC）
第5グループガバナー補佐
山本　浩平さん（松浦RC）
地区幹事
中野　哲生さん（長崎北東RC）

地区交換学生

（ルーシー）さん
（聖和女子学院英語科2年生）

大浦　詩帆さん（聖和女子学院英語科2年生）
大浦　一人様（大浦詩帆さんの保護者）

長崎国際大学RAC
川嶋　早紀さん
郭
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第2740地区

岩永信昭ガバナー公式訪問

TZU  YUN  YANG

2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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○ビジター
地区副幹事　梶原　亮謙さん（長崎北東RC）
ハウステンボス佐世保RC
会長　小島　隆志さん
幹事　加城　一成さん

幹事　田中丸善弥さん

１．山本浩平第5グループガバナー補佐
ガバナー補佐訪問のお礼状が届きました。

２．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10日、11日です。

３．譛ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま137号」がメールにて届
きました。

公益財団法人　米山梅吉記念館
理事長　渡邊　脩助さん

①秋季例祭のご案内
日時／2011年9月17日貍 14:00開会
場所／米山梅吉記念館ホールにて

（静岡県・駿東郡）
講演／講師　植田新太郎氏（東京RC）

②賛助会員ご入会のお願い
お一人　年間3,000円（一口）

③「館報　2011年秋号」が届きました。

４．長崎国際大学RAC
2010-2011年度収支決算書が届きました。

ハウステンボス佐世保RC 会長　小島　隆志さん
佐世保RCさんのおかげで、交換

学生を送り、又、迎えることにな
りました。お礼を申しあげますと
ともにご紹介いたします。

大浦　詩帆さん
聖和女子学院英語科2年です。一

年間台湾での留学を豊かなものに
してきます。よろしくお願いいた
します。

さん
曙光女中 日文科1年です。私の

趣味は絵を描く、音楽を聴く、写
真を撮ることです。よろしくお願
いします。

大浦　一人様（大浦詩帆さんの保護者）
娘が4人、長女はアメリカ、三女はノルウェー、
四女は台湾へ留学することになりました。かわい
い子には旅をさせろといいますが、ロータリーの
おかげで、留学の機会を得ることができました。
お礼申しあげます。ルーシーさんのホストファミ
リーを務めています。よろしくお願い致します。

■国際奉仕委員長 福田　金治さん
会長 梅村良輔さんより、ロータリー財団へご
寄附（マルチプル・ポール・ハリス・フェロー）
いただきました。

■ローターアクトクラブ F瀬　宏滋さん
先週 8月11日貅 16 : 00より東京海上5F 会議室

で、第58回ローターアクトクラブの例会を行いま
した。梅村会長をはじめ、田中丸幹事、安福さん、
増本さん、長富さん、松尾さん、土

、
井さん、見藤

さんに出席していただきまして、ありがとうござ
いました。
今回の例会では、アクトの専門知識委員会メン
バーによる残暑見舞いの書き方をテーマに、卓話
が行われました。ロータリーメンバーとローター
アクトのメンバーとで残暑見舞いを交換するなど
して、楽しい例会を行うことができました。
17:30より天津包子舘で懇親会を行い、ロータ

リーメンバーとの交流もできたと思います。お忙
しい中、足を運んでいただきましてありがとうご
ざいました。
また、次回のローターアクトの例会は、10月13
日貅 18 :30よりハウステンボスJR全日空ホテルで
行いますので、お時間のある方はどうぞよろしく
お願いします。

■長崎国際大学RAC 川嶋　早紀さん
こんにちは、長崎国際大学RACの川嶋といい

ます。日頃から私たちを見守っていただき、ま
た、ご指導をいただきありがとうございます。
今日は新メンバーを3名連れてきました。郭日さ
ん、北村俊子さん、周一丁さんです。
今ではメンバーが増えただけでなく、留学生も
増えたことで、国際色豊かなクラブとなりました。
これからもご迷惑や、多々助言をいただくことが
あるかと思いますが、よろしくお願いします。
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出席委員会　土
、
井　弘志さん

○100％出席表彰

立石　徳雄さん（33回）
菅沼宏比古さん（14回）
高橋　理一さん（2回）

親睦活動委員会　浦里　和弘さん

第2740地区
ガバナー　岩永　信昭さん（長崎北東RC）
地区幹事　中野　哲生さん（長崎北東RC）
本日はお世話になります。

第5グループガバナー補佐 山本　浩平さん（松浦RC）
先週のクラブ協議会は、ガバナー補佐として

初めての経験でした。緊張の中に、皆様方の思
いやりを感じ、無事終了しました。有り難うご
ざいました。

ハウステンボス佐世保RC
会長　小島　隆志さん
佐世保ロータリークラブ様のご厚意により、2人
の交換留学が無事に整いました。ありがとうご
ざいました。

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
安部　直樹さん、福田　金治さん
安福鴻之助さん、橘F 克和さん
田中丸善保さん、川冨　正弘さん
第2740地区　岩永信昭ガバナー、山本浩平 第5
グループガバナー補佐、中野哲生 地区幹事、梶原
亮謙地区副幹事のご来訪を歓迎します。

遠田　公夫さん
過日、短期間当クラブでホスト致しました、

オーストラリアからの留学生、ケイトさんの家
族5人が来訪、しっかりと観光案内やご接待をさ
せていただきました。報告まで。

福田　金治さん、橘F 克和さん
初盆に際しまして、梅村会長、田中丸幹事に

は、わざわざお参りいただき、また、クラブよ
りお供物をいただきありがとうございました。

武井　洋一さん
母の初盆に皆様のご厚誼をいただきました。

ありがとうございました。

立石　徳雄さん、高橋　理一さん
出席100％表彰ありがとうございます。

第2740地区
ガバナー　岩永　信昭さん

1．RIテーマ

「こころの中を見つめよう　博愛
を広げるために」の今年度のテーマは、哲学的
かつ宗教的でなかなかに難解ですが、我々日本
人の心に響くテーマだと思います。
思い起こされるのは、同じアジアからのRI会

長、タイのビチャイ・ラタクル氏のテーマ「慈愛
の種を蒔きましょう」（Sow the Seeds of Love：
2002-03年度）です。同じような趣旨を感じます。

2．RI会長

インドバピRCのカルヤン・バネルジー氏は謙虚
で慎み深く、職業奉仕にも力点を置く我々日本
人のロータリー観にも近いものをもっていらっ
しゃるという評判です。
厳しい階級制度が残るインドでカーストの違

うビノタ夫人との強い絆から自身の強調事項で
ある「家族」が生まれたものと察します。

３．RI会長エレクト

埼玉 八潮RCの田中作次氏が次年度、日本人３
人目のRI会長に就任されます。
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慶　　　祝

ニコニコボックス

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 39,000円

累　　計 182,000円

◇



長期計画は各クラブで独自にとり組んで頂き
たいと思います。

７．クラブ、地区とRIのスタンス

クラブの自治権は一番に尊重されるべきもの
です。佐世保クラブのように地区に出て、我が
クラブここにありと存在感を示す必要がありま
す。これからも後輩クラブに模範を示していっ
て頂きたいと思います。
R Iは本来、拡大、ロータリー哲学の解明、情

報の媒介の３つを専権事項として各クラブから
委託された組織です。R Iから発信される情報に
常に敏感である姿勢が望まれる所です。
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（今週の担当：中村　徳裕）
（カメラ担当：久富　洋一）

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＊

卓話予定者
海上自衛隊　第2護衛隊群司令
海将補　淵之上英寿様

当地区の野闢元治ガバナーの時RI会長代理と
して来られた経歴があります。ロータリー財団
への貢献が抜群の方です。

４．地区スローガン「家族」

５．地区スローガン「継続」

藺週１回の例会
藺職業分類
藺５大奉仕
藺４つのテスト
藺ロータリーの綱領

各クラブで築き上げられてきた良き伝統。こ
れらは末長く大事に継続していかなければなら
ないものです。

６．地区スローガン「変化」

藺クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）
藺長期計画
藺ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）
藺新世代クラブ
藺Ｅクラブ


