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　さて、日本のロータリアンの数は、年々
減少して今や9万人を切っている現状です。
佐世保ロータリーの会員数も減少してきて
います。会員候補者などに対してもロータ
リアン自身が自らのロータリーを通じて経
験した感動的な出来事を語る事も会員拡大
につながり、まず知ること、活動すること
……そして知らせることに通じる事と思い
ます。
　佐世保RCの広報活動と会員増強にも引き
続きご協力をお願いします。

　本日の卓話は、福田金治パスト会長にお
願いしています。
　2013-2014年度2740地区協議会の開催につ
いてお話し頂きますので宜しくお願い致し
ます。
　有り難うございました。

◯ロータリーソング「四つのテスト」

	 副幹事　平尾　幸一さん
１．国際ロータリー
	 ロン・バートン会長エレクト
　次年度テーマとロゴの発表
　	テーマ「ロータリーを実践し	みんなに豊
かな人生を」

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。今月はロー
タリー理解推進月間となって
います。
　「ロータリーの友」編集長　
二神典子さんが今月号の「友」
で、“ロータリーを知らせよう”
まず知ること、活動すること………そして
知らせることと題して、次のように述べら
れています。
　外部の人たちに、ロータリーについて知
ってもらうためには、まず、ロータリアン
自身がロータリーについてよく知らなけれ
ばなりません。また、地域社会や国際社会
のニーズにあった活動を実施することも大
切です。しかし、それだけでは一般の人々
にロータリーのことを知ってもらうことは
難しい。それらの活動について、情報を提
供し、知ってもらう努力が必要です。
　以前は、新聞社やテレビ局にニュースリリ
ースを送って取材にきてもらうという活動
が、広報活動の主なものでした。でも、な
かなかメディアも取り上げてくれません。
しかし、今ではインターネットを通じて簡
単に情報を発信できるようになりました。
ホームページやフェイスブックなどで自主
的に情報を発信出来ます。
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様の出席をよろしくお願いします。
　明日24日は第4木曜日ですが、大学の試験
の関係でローターアクトの例会は中止され
ております。

	 出席委員会　大久保利博さん
◯永年会員表彰
　井上　斉爾さん（29年）
　遠田　公夫さん（26年）
　下田　弥吉さん（23年）

◯出席100％表彰
　玉野　哲雄さん（35回）

	 親睦活動委員会　前田　勇人さん
玉野　哲雄さん、井上　斉爾さん
下田　弥吉さん、遠田　公夫さん
　出席100％表彰ならびに永年会員表彰あり
がとうございました。

山下　尚登さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。
明日が誕生日で楽しみにしています。

坂元　　崇さん
　誕生日のお祝いありがとうございました。

２．第2740地区2013-2014年度ガバナー
	 塩澤　恒雄さん
　	アメリカカリフォルニア州サンディエゴ国
際協議会にて、次年度テーマとロゴの発
表報告絵葉書が届いております。

３．RI第2740地区
	 ガバナー　福元　裕二さん
　　地区ロータリー財団委員会
	 　委員長　石坂　和彦さん
　　地区補助金委員会
	 委員長　山田　　晃さん
　「�2013-2014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…2013年3月31日㈰	必着
　　プロジェクト実施期間…	2013年7月1日～

2014年5月31日

４．㈶ロータリー米山記念奨学会
　「	ハイライトよねやま154号」が届いており
ます。

５．	陸上自衛隊第三教育団長兼相浦駐屯地司令
　機関誌「つくも」が届いております。

６．	県障害者福祉事業団	障害者支援施設
　　つくも苑	 施設長　佃　　晃さん
　機関誌「展海」第140号が届いております。

ローターアクト委員会
	 　委員長　高橋　理一さん
　長崎国際大学RACの例会が、
1月17日㈭ホテルオークラJRハ
ウステンボスにおいて実施され
ました。佐世保RCの西村さん
による卓話で、西村さん、増本
さん、佐藤さん、初参加の坂元	崇さん、私
が参加しました。

　セルフボックスに入れさせていただいてお
りますが、役員交代式が2月17日㈰14時から
広田地区公民館2階講堂で開催されます。皆

慶　　　祝

委員会報告

ニコニコボックス	 本日合計	 　6,000 円

	 累　　計	 533,000 円
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〔3〕�安部パストガバナーの時に、佐世保RC
が「地区チーム研修セミナー」「PETS」
「地区協議会」のホストクラブでなかっ
た理由

　この年は、ガバナーノミニーの選出が遅
れて、2003年7月より新年度が始まるのに、
安部パストガバナーに決まったのは前年の
2002年10月14日でした。この10月14日とい
うのは、国際ロータリーのガバナーエレク
卜決定最終日で、この日までに決まらない
場合は、前年度のガバナーが、アクティング
ガバナーという名前でもう1年間ガバナーを
しなければなりません。
　10月14日までに安部パストガバナーに決
定しましたが、ガバナーノミニーの期間が
過ぎていましたので、ガバナーノミニーの
期間は無く、直接ガバナーエレクトになり
ました。
　この様に、ガバナーエレクト決定が大幅
に遅れたため、ガバナー事務所の設立が遅
れ、「地区チーム研修セミナー」「PETS」
「地区協議会」を佐世保RCで主催するのは
不可能となり、他のクラブに担当していた
だきました。
　私が地区幹事に任命されましたので、ガ
バナー事務所の決定、事務局員の雇用、備
品の準備、地区組織図の作成という業務を
11月末までに終了して、2003年2月の「地区
チーム研修セミナー」の開催日までに全て
の準備を終わらせることが出来ました。
　全ての準備の中で、一番時間を取り、苦
労したのは「ガバナー補佐」「地区委員
長」「地区委員」の決定でした。

〔4〕�2013年-14年度　第2740地区ガバナー
事務所

　ガバナー	…	塩澤　恒雄（平戸RC）
　地区幹事	…	竹田　健介（平戸RC）
　地区チーム研修セミナー	…	平戸RCがホスト
　PETS	…	北松浦RCがホスト
　地区協議会	…	佐世保RCがホスト

『地区協議会開催準備スケジュール』
　2013-2014年度
　第2740地区　地区協議会
　　実行委員長　福田　金治さん

〔1〕ガバナー事務所の業務内容
㋑	国際ロータリーと各クラブをつないでい
る組織
㋺日本国内は、34地区に分けられている。
㋩第2740地区は、佐賀、長崎がテリトリー
㋥主な業務
　①ガバナー月信の発行
　②ガバナー公式訪問
　③地区内で開催される公式行事の主催者
㋭	新年度までに、ガバナーが必ず開催しな
ければならない会合
　①地区チーム研修セミナー（2月16日）
　　平戸RCホスト、旗松亭にて
　　対象者…	次期ガバナー補佐・次期地区

委員長
　②PETS（会長エレクト研修セミナー）
　　　　　（3月24日）
　　北松浦RCホスト、サン・パーク吉井にて
　　対象者…次期クラブ会長
　③地区協議会（5月12日）
　　佐世保RCホスト
　　ホテルオークラJRハウステンボスにて
　　対象者…	次期会長・次期クラブの指導者
※	次期会長は、クラブ定款により「PETS」と「地
区協議会」に出席しなければ会長に就任できま
せん。

〔2〕佐世保RCより輩出したパストガバナー
　　富永猪佐雄　（1969～1970年）
　　田中丸善三郎（1976～1977年）
　　武井　洋一　（2000～2001年）　
　　　　　　　　　地区幹事　山縣　義道
　　安部　直樹　（2003～2004年）
　　　　　　　　　地区幹事　福田　金治
※	富永さんは中央病院の創設者で、佐世保南RC
の富永雄幸パストガバナーはご子息です。

※田中丸さんは、田中丸善保会員のお父様です。

卓　　話
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（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　見藤　史朗）

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

＊2月  例会予定＊

　2月6日	 佐世保税務署
	 　　　　　署長	 井手　雄二	様

　2月13日	 ㈱オーセンティ
	 　　代表取締役	 矢野　　香	様

（NHKニュースアナウンサー）

　2月20日	 創立記念日例会
	 　　パスト会長	 安福鴻之助さん

　2月27日	 亀山八幡宮
	 　　　　　禰

ね ぎ

宜	 川原　忠徳	様

〔5〕2013年-14年度「地区協議会開催要項」
　①地区協議会開催準備スケジュール
　②地区協議会実行委員会組織図
　③地区協議会実行委員会業務内容
　④地区協議会予算書
　⑤地区協議会プログラム
　⑥地区協議会分科会一覧表
　⑦地区協議会出席予定者

佐世保RC　創立50年　2000〜2001

佐世保RC「六十年史」より抜粋

　平成12年10月21日、佐世保市鹿子前町の九十九島
観光ホテルに武井洋一ガバナー、光武顕佐世保市長
はじめ姉妹クラブの台南RCから48人、米国ラホヤ
RCから６人のお客様をお迎えして総勢250人で創立
50周年記念式典を開きました。
　50年の歩みを振り返ったビデオ放映でオープニン
グ。池田豊記念式典副委員長が開式の辞を述べ、梅
村良輔ソングリーダーの指揮で国歌、ロータリーソ
ングを斉唱。中村克介会長が国内外の来賓を紹介し
た後、「チャーターメンバー24人はすべて故人にな
られましたが、先日故人のご家族と全会員が出席し
て慰霊式を開き、御霊前に今日の佐世保RCの状況を
報告いたしました。ロータリーの理想を築く道はま
だまだ遠くとも、手に手をとってあらたなる歴史を
作るため前進していきましょう」と挨拶しました。
　この後、田中丸善保記念事業部会長が創立50周年
記念事業を発表しました。記念事業は佐世保市立図
書館へ500万円の図書の寄贈、それに国際交流のさら
なる発展を目指して韓国との姉妹クラブ提携を進め
ます。

　式典では武井洋一ガバナー、光武顕佐世保市長、
韋信輔 台南RC会長、デビッド・B・グッデル ラホヤ
RC会長がそれぞれ心のこもった祝辞を述べられまし
た。
　引き続き、台南RCとの姉妹クラブ締結更新の儀
式があり、中村会長からクラブ創立に尽力した福岡
RC、功労クラブとして長崎RC、物心両面でお世話
になっている親和銀行、それに松尾弘司、髙橋章
文、円田三郎、加納信夫、田中丸善保、山下登、辻
昌宏、武井洋一、池田豊、岡英樹、安部直樹の11人
のパスト会長に感謝状と記念品が贈られました。


