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めまして、ようこそいらっしゃいました。
ご来訪を心から歓迎申しあげます。
　本年度の地区の運営方針などをガバナー
から直接お聞き出来る貴重な機会でありま
す。ガバナーのお考え等を充分にお聴きし
て、佐世保RCの今後の活動に活かしていき
たいと思っております。どうぞよろしくお
願いします。

　又、本日の例会から新たに3名の新会員
の方々が入会されます。入会式では、福元
ガバナーからロータリーバッジを、直接お渡
し頂きたいと思います。新会員の方々にと
りまして記念すべき日になられると思いま
す。3名の新会員の方々の入会を心から歓迎
して挨拶といたします。
　ありがとうございました。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　第2740地区
　　ガバナー　福元　裕二さん（佐賀北RC）
　　第5グループガバナー補佐
　　　　　　　鴨川　　潔さん（佐世保西RC）
　　地区幹事　古賀　久志さん（佐賀北RC）

◯ビジター
　佐世保北RC

　　渡
わたらい

会　祐二さん、村瀬　高広さん

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。暦の上では
立秋を過ぎましたが、連日の
猛暑日で夏バテ気味になって
いらっしゃいませんか。
　オリンピックのテレビ中継も
深夜まで放送があり、昨夜の「なでしこジ
ャパン」の準決勝の模様も、ついつい遅く
まで見てしまい、睡眠不足になってしまい
ました。体調管理をして頂きまして、元気
に過ごして頂きたいと思います。
　8月6日の広島に続いて、8月9日の長崎の
原爆の日が今年もやってきます。8月15日は
指定休会日となっていますが、終戦記念日
であります。多くの犠牲の上に今の平和が
成り立っていることを思い、戦後67年が経
った今、平和の尊さを改めて実感し、次の
世代へ平和の大切さを伝える8月にしたいと
思います。まさに「奉仕を通じて平和を」
であります。

　さて、本日の例会は国際ロータリー第2740
地区ガバナー福元裕二さんをお迎えしての
ガバナー公式訪問例会であります。あらた
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２．第2740地区ガバナー事務所
　地区ホームベージ更新のお知らせ
　　8月1日です。
　盆休みのお知らせ
　　8月11日㈯～8月15日㈬です。

３．ガバナー・エレクト事務所
　夏季休業のお知らせ
　　8月11日㈯～8月15日㈬です。

４．2740地区米山奨学委員会委員長
	 曽我　文雄さん
　米山奨学生の“出前卓話”ご利用のお願い

５．地区編集長	 江口　太資さん
　「ガバナー月信」第4号		執筆依頼
　「ガバナー公式訪問」のクラブ報告
　　2012年8月31日㈮

６．台南ロータリークラブ
　「	季刊冊子	2011年夏季号」、「会員名簿」が
届いております。

７．海上自衛隊佐世保地方総監部	広報係
　機関紙「西海」が届いております。

	 親睦活動委員会　髙瀬　宏滋さん

第2740地区ガバナー
　　　　　　福元　裕二さん（佐賀北RC）
地区幹事　　古賀　久志さん（佐賀北RC）
　本日は、お世話になります。今年度1年よろ
しくお願い致します。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、中島　祥一さん
　第2740地区	福元裕二ガバナー、2012-2013年
度国際ロータリークラブ	古賀久志地区幹事、鴨
川	潔ガバナー補佐のご訪問を歓迎致します。

佐世保北RC
村瀬　高広さん、渡会　祐二さん
　本日は、メークアップのお世話になります。

福田　金治さん、山縣　義道さん
玉野　哲雄さん、石井　正剛さん
安部　直樹さん
　福元裕二ガバナーのご訪問を歓迎致します。

■松瀬　茂雄さん
　佐世保重工業㈱	常務執行役員
　佐世保造船所		所長

　この度、前任の森の後を受け
て歴史ある佐世保RCに加入させ
ていただき、ありがとうございました。誠に不
慣れでございますが、少しでもお役に立てるよ
う努力致します。よろしくお願いします。

■白田　浩一さん
　㈱テレビ長崎佐世保支社
　支社長

　平成24年春から佐世保に着任
致し、前任の浦里の後を受けて
この度入会させて頂きました。今後共よろし
くお願い致します。

■城島　一彦さん
　九州電力㈱相浦発電所
　所長

　歴史ある佐世保RCに加入させ
て頂きありがとうございます。
奉仕の精神で活動させて頂きます。

	 幹事　円田　浩司さん
１．国際ロータリー
　　ロータリー奉仕担当部コーディネーター
	 キャサリン・ランクフォードさん
　	2012-13年度「超我の奉仕賞」の推薦書式を
ご提出ください。
　	卓越した人道的奉仕を実践し、超我の奉仕
の標語を体現したロータリアンに授与され
ます。
　　2012年9月1日までに提出

ニコニコボックス

幹 事 報 告

入　会　式
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武井　洋一さん
　福元ガバナーのお膝元の佐賀北高等学校が
甲子園球場で、宮城県代表と第3試合で戦いま
す。大勝利を願っています。

　第2740地区ガバナー
　　福元　裕二さん

◆現在のRIが目指す方向性
◦変貌する今のロータリー
　	ロータリークラブは、「人道的奉仕活動の世
界的ネットワークを構成する一単位」である
◦古き良き時代のロータリー
　	「異業種の会員相互の交流による自己改善
の場」であり、「背景としての地域社会に貢
献する」
　	クラブの存在意義の変質、アイデンティティ
の混乱

　2012-14年度RI理事　松宮　剛「ロータリーの友」7月

◆公共イメージと認知度の向上
○ロータリーの新しいイメージ
　◦人道的支援をする世界的ネットワーク
　◦主に発展途上国への援助
　◦奉仕活動の選択と集中…6つの重点分野
　　　平和と紛争予防／紛争解決
　　　疾病予防と治療　　水と衛生設備
　　　基本的教育と識字率向上
　　　経済と地域社会の発展
　人道的奉仕の分野における世界的リーダー
としてのロータリーの存在をアピール

◆地区方針
1．	各クラブでR Iテーマに沿った奉仕活動、
良いことを1つ以上実行しよう

2．	若い世代の育成につながることを考え、実
行しよう

3．	表彰をできるだけ多くしたいので積極的な
応募を

4．東日本大震災の支援を継続しよう
5．	会員増強の目標　純増2名以上（高い目標を
掲げよう）

6．	ロータリー財団への年次寄附目標
　　１人平均	100ドル（8,000円/年間）
7．	米山奨学会への寄附目標
　　１人平均	16,000円/年間

◆クラブ・リーダーシップ・プラン		CLP
　　（元気なクラブづくりのために）
◦2006-07年度RI提唱
◦目的：	効果的なクラブの管理の枠組みを提供

することにより、クラブの強化を図る
○効果的なロータリー・クラブの定義
　1）会員基盤の維持、拡大
　2）	地元地域社会、他の国々の地域社会ニー

ズを取り上げたプロジェクトの実施
　3）ロータリー財団の支援
　4）クラブの枠を超えて奉仕できる指導者の育成

◆クラブは何をすれば良いか
◦長期目標を立てる
◦年次目標を立てる
◦クラブ協議会を実施する
◦コミュニケーションを明確に
◦	クラブ細則を修正（新たなアイデアを募る）
◦	委員会：管理運営委員会、会員増強委員
会、公共イメージ委員会、奉仕プロジェクト
委員会、ロータリー財団委員会
◦交流を深める（親睦の輪を広げよう）

◆RI戦略計画がクラブに求めていること
◦刷新性と柔軟性を重視する
◦	ベストプラクティスをクラブに合った形で応
用する
◦	クラブの伝統を見直し新しい運営方法を試みる
（新たなアイデアを実行に移すことによって
会員のニーズに応え、活気のあるクラブへ）

プランの採用はクラブに義務付けられていない
（手続要覧）

◆ロータリーはクラブ、会員が主役

ニコニコボックス	 本日合計	　18,000 円

	 累　　計	 167,000 円
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（今週の担当　黒木　政純）
（カメラ担当　見藤　史朗）

◆未来の夢計画について
Future	Vision	Plan　ロータリー財団の新しい
補助金モデル
　◦	2013-14年度より開始（3年間の試験段階
を経て）

　◦未来の夢計画の原則
　	（1）シンプルさ
　	（2）	地区、クラブ、ロータリアンが資金の

使用と管理に更に関与すること（地区
の裁量権の拡大）

　	（3）活動をさらに持続可能にすること
　　物事を大きく考え、結果や成果に目を向けて
　◦申請書、報告書等はオンラインで提出
　◦ 	3名よりなる監査委員会によって毎年評
価を受ける

◆2012-13年度に各クラブが行うこと
1．	夢計画を知ること、研修会への積極的な参
加を

　◦ロータリー財団委員の卓話派遣依頼
2．オンラインによる参加資絡の認定手続き
　◦	各クラブから補助金管理セミナーに会員
を派遣

　◦各クラブが覚書（MOU）に署名
3．補助金申請
　◦それまでの人道的補助金の報告書提出
　◦新地区補助金のオンライン申請

　◦	グローバル補助金の提案書提出とオンライ
ン申請

◆地区、クラブ、会員が元気になるように
1．ロータリーを楽しもう
2．	ロータリアンになって良かったことを、新
入会員、若い会員に伝えよう

3．家族も参加できる例会、クラブ行事を
4．自クラブの将来の夢を語ろう
5．	地区、クラブ、会員が他クラブの優れた事
例等、種々の情報を共有しよう

＊8月例会 予定＊

8月15日	 指定休会日

8月22日	 卓話　アサヒビール㈱長崎支社
	 　　　支社長　山添　勝吉	様

8月29日	 卓話　㈱ティ・プロジェクト
	 　　　佐世保RC会員　大久保利博さん

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗


