
会長　梅村　良輔さん
昨年末に道筋がついた、諫早

～長崎間の新幹線長崎ルート。
又、西九州自動車道・佐々～松
浦間の環境アセスの決定等々。
地元にとっては喜ばしい限りで
す。与党も様々な懸案事項を抱えたまま国民
の信を問うのは危険すぎる？との考えもあっ
てか、地方のインフラ整備にも目を向け始め
たといった状況でしょうか？ともあれ時が熟
し着工の運びになった時点で、地元企業がど
れだけ参入できるかが問題です。
1月11日に第6回市内ロータリークラブ会

長・幹事会がありましたのでご報告致します。

①1月28日開催ＩＭの出席状況について
第5・6グループ会員数400余名中、約220名
以上の登録
②佐世保東南ロータリークラブ「創立20周年
記念式典」
平成24年4月22日豸 アルカスSASEBOにて
③市内8RC懇親ゴルフ大会の件
平成24年5月20日豸 佐世保CCにて開催予定

本日は先週に引き続き「クラブ協議会」で
す。社会奉仕委員会→新世代奉仕委員会→
国際奉仕委員会→会計の順でご報告いただ
きます。宜しくお願い致します。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹事　田中丸善弥さん

１．財団法人ロータリー米山記念奨学会
事務局長　坂下　博康さん

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142号（2012年1月13日発行）」
が届きました。

２．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
2012～2013年度ロータリー財団地区補助金

プログラム申請書」の提出について

提出期限…本年3月30日貊迄に、ガバナ
ー事務所宛

プロジェクト実施期間
2012年7月1日豸～2013年5月31日貊

３．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区新世代統括委員会

委員長　増G幸一郎さん
地区インターアクト委員会

委員長　草野　幸子さん
2011～2012年度インターアクト後期指導者

研修会のご案内

日時／2012年2月4日貍　13:30～17:00
会場／活水中学高等学校チャペルにて
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出席対象者／地区委員・提唱ロータリ
ー・クラブ新世代インターアクト委員長
及び委員高校インターアクト・クラブ顧
問教諭　今年度地区新世代統括委員会・
インターアクト委員会

４．ガバナー・エレクト 福元　裕二さん
2012～2013年度「地区チーム研修セミナー」

の開催について（ご案内）

日時／2012年2月25日貍
登録受付 14:30
研修セミナー 15:00

場所／楊柳亭（佐賀市）にて
出席対象者／次年度地区ポリオ・プラス
委員会 委員長 玉野哲雄さん

５．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

1月10日、13日です。

６．長崎国際大学ローターアクト
卒業式及び役員交代式計画書

日時／2012年2月12日豸　13:30～点鐘
場所／長崎国際大学

ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
1月15日に烏帽子のスポーツの
里にあるドックラン烏帽子で、
ローターアクトの活動がありま
した。以前の60周年記念イベン
トの松浦公園での犬のふれあい
イベントと同じように、いろいろなイベント
を行っていました。
今回は東日本大震災の被災した動物のため
に募金活動を行い、緊急災害動物本部に寄付
するようにしています。
ドックランの広場では、寒い中、来られた
人たちにメンバーが、ぜんざいを配ったりし
て喜ばれていました。

出席・例会委員会　F瀬　宏滋さん

本日は、ロータリーの友1月号より「第40
回ロータリー研究会リポートから」の記事を
ご紹介いたします。

とき／2011年11月24日～26日
場所／大阪国際会議場

研究会では、長引く不況や東日本大震災で
会員減に悩む日本のロータリーが今後ロータ
リー活動をどう位置づけ、将来につなげてい
くかを改めて考える場になった。
〈冒頭〉
カルヤン・バネルジーRI会長は、「ロータ

リーを緑化しよう」と表現
〈内容〉
ソーシャルメディアを生かし、若い世代に

働きかけるように呼びかけ
1．ロータリー用語の見直し（ロータリアン
以外にも通じるように）

2．すべてのクラブがインターアクト、ロー
ターアクトのスポンサーになり新世代
と連携を強めること

3．ロータリー活動の経費の見直し

など話され、さらにポリオの撲滅が間もなく
達成を迎える段階に来ていること、「ポリオ
のない世界」が実現可能だという事実を心に
刻み実現した時、ロータリーがその後どのよ
うな組織でなくてはならないのかを言われて
います。
ポリオ撲滅の後、ロータリーが注目を浴び、
世界各地でロータリーの組織を調べ、ぜひ入
会したいという人たちがたくさん現れるかも
しれない。
藺自分たちがどのような組織で、どのよう
な活動をするのか
藺クラブのリーダーシップをさらに強化せ
ねばならない

今回のロータリー研究会は、6つのセッシ
ョンで行われました。
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第1セッションは

〈RI戦略計画―活動の実践化〉
藺RIの基本方針である「RI戦略計画」の3つ
の優先項目の再確認
1.「クラブのサポートと強化」
2.「人道的奉仕の重点化と増加」
3.「公共イメージと認知度の向上」
ロータリー活動の原点はクラブであり、ク
ラブの活性化なくしてロータリーの発展はあ
りません。そのため、各クラブの運営や活動
はRIが示す方向性をよく理解して自主的な活
動を基盤として行われる。

第2セツションは

〈職業奉仕の基本理念と実践〉
藺職業奉仕はロータリーの土台

戦略計画の3つの最優先項目のうちの
「公共イメージと認知度の向上」にしか入
っていなかった職業奉仕に関する項目を、
他の2つの項目にも入れるように働いた経
緯や、組織の社会的責任をはかる国際規格
「ISO26000」を職業奉仕の実践に取り入れ
る提案がなされました。

※「ISO26000」…持続可能な発展を実現するために、
あらゆる種類の組織に向けた、社会
的責任に関する初の包括的・詳細な
ガイダンス文書である。

将来の世代の人々が自らのニーズを満たす
能力を損なうことなく、今日の世代のニーズ
を満たすような発展。

第3セッションは

〈会員増強〉
以前の例会でも紹介されていましたが、イ
ンターネットによる例会の出席やメークアッ
プを実施している2011年6月に創立したEク
ラブの設立経緯や現状、例会の実際の対外奉
仕活動の実例が発表され、国際社会の変化に
伴いクラブ形態の複線化するなか、「従来型」
「新形態型」「Eクラブ」と会員増強の手段が
増えたことを話されています。

第4セッションは

〈新世代奉仕〉
新世代に今後ロータリアンはどのように接
すればよいのか、新世代プログラムを活性化
し、会員増強につなげるにはどうすればよい
かなど。

第5セッション

「ホームストレッチのポリオ撲滅運動」の報告。

第6セッション

「綱領翻訳問題調査・検討委員会特別セッ
ション報告」などがあり、この研究会で、ロ
ータリーの時代に伴う変化の必要性が話し合
われてるようでした。

副会長　米倉洋一郎さん

○今月の誕生祝い

藤井　　隆さん（1日）
大神　邦明さん（1日）
下田　弥吉さん（3日）
古賀　　巖さん（3日）
森　　俊秀さん（6日）
石井　正剛さん（11日）
見藤　史朗さん（12日）
円田　浩司さん（12日）
芹野　隆英さん（13日）
長富　正博さん（18日）
山下　尚登さん（24日）
黒木　政純さん（27日）
佐々木秀也さん（29日）
山下　　登さん（31日）
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出席委員会　坂本　　敏さん
○永年会員表彰
井上　斉爾さん（28回）
東　陽三郎さん（23回）
下田　弥吉さん（22回）

○出席100％表彰

玉野　哲雄さん（34回）

親睦活動委員会　佐藤　丈治さん

坂本　　敏さん
1月17日、若木ゴルフリンクスにて、カー

トに激突し、5針縫うはめになりましたが、
無事ベストグロス賞をとりましたので、ニコ
ニコします。

藤井　　隆さん、大神　邦明さん
古賀　　巖さん、石井　正剛さん
円田　浩司さん、芹野　隆英さん
長富　正博さん、山下　尚登さん
黒木　政純さん、佐々木秀也さん
山下　　登さん、森　　俊秀さん
誕生祝いありがとうございます。

井上　斉爾さん、玉野　哲雄さん
永年会員表彰及び出席100％表彰ありがと

うございます。

■社会奉仕委員会

委員長　石井　正剛さん

今年度より2委員会（地域発展、
人間尊重）が社会奉仕委員会の1委員会にな
りました。
本年度の地区方針は要覧にある、「どんな

些細なことでも社会奉仕活動は重要であると
認識した上で、地域のニーズを汲み、クラブ
の立場や力量を考慮しプロジェクトを始めよ
う」が上げられております。
この方針に沿って、毎年参加している社会奉
仕活動を中心に委員会活動を行っております。

□社会奉仕委員会
委員長　　黒木　政純さん
副委員長　古原　　進さん
委員　　　松尾　弘司さん、下田　弥吉さん

【上期活動報告】

平成23年7月18日
ビーチクリーンアップ参加及び参加要請
場　所／西海パールシー周辺
参加者／19名

【下期活動計画】

平成24年3月
卓話者紹介
心身障害者福祉施設「つくも苑」
理事長　西　司様

平成24年6月
空き缶キャンペーン参加及び参加要請

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 15,000円

累　　計 491,000円

◇
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■新世代奉仕委員会
委員長　松尾　文隆さん

新世代奉仕委員会は、インタ
ーアクト・青少年活動委員会とロ
ーターアクト委員会で構成されております。
インターアクト・青少年活動委員会は闍田

委員長、幸良副委員長、菅沼委員、松尾慶一
委員で構成。インターアクトに関しましては、
期首に報告いたしました通り、西海学園イン
ターアクトのメンバーが1名しか在籍してお
らず休会中であります。
青少年活動と致しまして、上期は、7月に

佐世保学園意見発表会へ梅村会長、田中丸幹
事、幸良委員の3名で出席し、梅村会長より
講評及び表彰状の授与をいたしました。
下期の活動に予定しておりました、佐世保
学園の成人式に関しましては、今年度の該当
者が無く開催されておりません。
ローターアクト委員会は、長富委員長、闍

瀬副委員長、安福委員、増本委員、田中委員、
山田委員の6名で構成されております。
長崎国際大学ローターアクトの上期の活動
報告と致しまして、10月に開国祭（学園祭）
出店、11月に国際料理交流会、12月に一泊懇
親会、キラフェスお手伝い、うまか博鍋まつ
り及びクリスマス例会を開催しております。

下期の事業計画では、1月にペットとの共
生イベント及びインターシティーミーティン
グ、2月海外研修、3月新旧役員交代式、5月
早岐茶市のお手伝い、6月 佐世保市民大清掃
参加及び年次大会、等を計画しております。
長崎国際大学ローターアクトクラブは、現

在福田会長以下19名の会員により構成され、
「クラブ奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」「専門
知識開発」「財務」の5委員会を組織し活動を
行っております。19名の会員のうち6名は留
学生であり、国際文化の交流が行える環境に
あります。下期は会員の多数を占める4年生
が卒業し会員の減少が懸念されますが、さら
なる会員増強を働きかけてまいります。

□インターアクト・青少年活動委員会
委員長　　闍田　俊夫さん
副委員長　幸良　秋夫さん
委員　　　菅沼宏比古さん、松尾　慶一さん

現在、休会中です。

□ローターアクト委員会
委員長　　長富　正博さん
副委員長　闍瀬　宏滋さん
委員　　　安福鴻之助さん、増本　一也さん

田中　信孝さん、山田　眞弘さん

【上期活動報告】

10月29日　開国祭（学園祭）出店
11月18日　国際料理交流会
12月 2 日　一泊懇親会
12月 6 日　キラフェスお手伝い
12月10日　うまか博鍋まつり
12月21日　クリスマス例会

【下期活動計画】

1月21日　インターシティーミーティング
2月　　　海外研修
3月　　　新旧役員交代式
5月　　　早岐茶市のお手伝い
6月　　　佐世保市民大清掃参加
6月　　　年次大会

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■国際奉仕委員会
委員長　福田　金治さん

□国際青少年計画・世界社会奉仕委員会
委員長　　木村　公康さん
副委員長　藤井　　隆さん
委員　　　安部　直樹さん、池田　　豊さん

中島　祥一さん
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（今週の担当：中村　徳裕）
（カメラ担当：松本　由昭）

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

会員　森　　俊秀さん
「伝統と変革　造船で生きる」

【上期活動報告】

10月22日、佐世保ロータリークラブ第3000
回記念例会に台南RC（33名）、ラホヤRC（3名）
の会員が来佐されました。
前日21日はハウステンボスＪR全日空ホテ

ルでの歓迎会を企画し、両クラブの会員に喜
んでいただいたと思います。
当日は、両クラブの長崎観光に付き添いま
した。長崎の料亭“花月”で昼食をとり好評
でした。今回は、世界社会奉仕委員会だけで
なく、台南、ラホヤRC担当の委員会を作って
いただき、多くの会員の方々にご協力いただ
き、台南、ラホヤ両ロータリークラブの会員
に楽しんでいただいたと思います。

【下期活動計画】

3月3日～4日の日程で、RC第3470地区大会
が台南RC、蔡宗欣ガバナーのもと開催され
ます。
10月22日 佐世保ロータリークラブ第3000回
記念例会には33名もの会員に訪問していただ
きました。佐世保ロータリークラブとしまし
ても多くの会員が蔡ガバナー支援の為、訪問
したいと思います。その準備及びお手伝いを
予定しています。

□財団奨学・米山委員会
委員長　　溝口　尚則さん
副委員長　井手　常博さん
委員　　　武井　洋一さん、田中丸善保さん

【上期活動報告】

①ロータリー財団本年度目標
年次寄付　　3,000ドル
ポリオ撲滅　1,000ドル
8月10日　梅村良輔会員　1,000ドル寄付

②ロータリー米山記念奨学目標　200,000円
8月24日　鬼木和夫会員　100,000円寄付

③卓話者を米山記念奨学生、長崎県立大学4
年生 グェン・ティ・ニュンさんにお願いしま
した。

【下期活動計画】

①ロータリー財団年次寄付
ロータリー米山記念奨学寄付がまだ目標額
に達していませんので、会員にお知らせし、
目標額を達成したいと考えています。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■会計
井手　孝邦さん

上半期決算書、特別会計上期決算書、特別
会計中途決算書（創立60周年会計）をもとに
説明。


