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○観桜例会について
　4月3日㈬	18:30～
　九十九島観光ホテルにて

○�地区大会参加並びに選挙人3名（会長・幹
事・会長エレクト）選出について
　4月4日㈭	記念親睦ゴルフ
　4月5日㈮	RI会長代理歓迎晩餐会
　　　　　	ホテルニューオータニ佐賀	にて
　4月6日㈯	本会議：佐賀市文化会館
　　　　　	懇親会：ホテルニューオータニ佐賀

　厳しい寒さの中、インフルエンザやノロウ
イルスが流行っていますので、体調管理には
十分気をつけて頂きたいと思います。有り難
うございました。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ゲスト
　JR九州ハウステンボスホテル㈱
	 渡邉　　修	様
◯ビジター
　佐世保西RC　会長	 山口　管律さん
　　　IM実行委員長	 西浦　隆洋さん
	 中村　鉄舟さん

　佐世保南RC	 太田　博道さん

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。新年を迎えた
と思っていましたら、1月も明
日までとなりました。月日の経
過するのが本当に早いと感じる
今日この頃です。これも年齢の
せいでしょうか。

　さて、本日は例会に先立ち理事会を開催致
しましたので報告をさせて頂きます。

◯長寿祈願祭、祝賀会について
　来週、2月6日㈬	 11:00～亀山八幡宮にて、
米寿を迎えられます佐々木会員をはじめ10名
の方の長寿祈願を致します。祝賀会は18:30～	
玉屋7F文化ホールにて行われます。

◯創立記念日例会について
　2月20日㈬の例会は創立記念日例会となりま
す。例会卓話を安福パスト会長にお願いして
います。皆さんと共に創立記念日をお祝いし
たいと思っています。

◯�IM（インターシティーミーティング）参加に
ついて
　	3月2日㈯	16:00～	ホテル万松楼で開催。
　佐世保西RC担当。
　	野口	清パストガバナーを講師に迎えて、
「ロータリーを楽しもう」と題して講演して
いただきます。
　参加対象はRC入会5年未満の方（17名）。
　	本日、山口会長、西浦実行委員長、中村鉄舟
さんがIMキャラバン隊としてご来訪です。
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さんと3名で出席してきました。当日は、福元
ガバナー、塩澤ガバナーエレクト、宮崎ガバナ
ーノミニーはじめ200名程の参加者がおられま
した。当クラブから地区財団ポリオプラス委員
長	玉野哲雄さんが、主催者側として出席され
ました。
　前回（第1回	 2012年10月21日）は、長富財団
委員長、石井次期会長が出席されましたが、今
回は私共にも出席要請があり、次年度より新た
に始まる補助金制度の説明を受けてきました。
　新しく導入されるシェアー・システムによっ
て、3年前の寄付額の50%とその運用益の50%
がそれぞれ、国際財団活動資金（WF＝World	
Fund）、及び地区財団活動資金（DDF=District	
Designated	Fund）に分けられます。
　地区財団活動資金は更に、新地区補助金、グ
ローバル補助金として利用する事になります。
新地区補助金とは、ロータリアンが、地元や海
外で財団の使途に沿った活動やプロジェクトを
実施する為に活用できる補助金。グローバル補
助金とは、2国間で行ういわば大規模プロジェ
クトで、申請する為には、実施国側と援助国側
が協同で提唱者となる必要があります。
　次にプロジェクトの計画、それもプロジェク
トの成果の測定方法を定めた目標の設定が必要
になりますし、予算、資金調達等を含めた財務
管理計画も必要です。又、この申請に当たって
は重点分野があり、これらの分野に該当し、そ
れが持続可能な事業である事が求められていま
す。重点分野には、6項目が上げられていま
す。①平和と紛争予防/紛争解決	②疫病予防と
治療	③水と衛生	④母子の健康	⑤基礎教育と識
字率向上	⑥経済と地域社会の発展です。これ
らの重点分野のどれかに関連しないと補助金の
対象にならない様です。地区の補助金について
も同様の解釈が求められます。
　地区の補助金を申請する資格を得るために
は、まずMOU（クラブ覚書）に石井会長エレク
ト、円田会長ノミニーの連名での署名を提出
する必要があるとの事です。その後、補助金
の申請となりますが、次年度の為のこの補助
金申請は、今年度の3月末までに行う様、要請
がありました。これらの基準にすぐに適合で
きる事業があれば、申請を起こしてみたいと
考えております。

	 幹事　円田　浩司さん

１．第2740地区ガバナー	 福元　裕二さん
　　ガバナー・エレクト	 塩澤　恒雄さん
　　地区ロータリー財団委員会
	 委員長　石坂　和彦さん
　　次年度ロータリー財団委員会
	 委員長　山田　　晃さん
　◦	1月26日	ロータリー財団第2回補助金セミ
ナーご出席のお礼

　◦	セミナー当日の補助金説明につきまして
は、2月1日㈮迄に地区HPにアップいたし
ますので、よろしくお願いいたします。

２．ガバナー事務所
　	2740地区ホームページ更新（1月25日、28日）
のお知らせ

３．株式会社	クマヒラ（販売会社）
　　㈱熊平製作所（製造会社）
	 会長　熊平　雅人様（東京RC会員）
　「抜粋のつゞり」その七十二　の寄贈

■地区協議会実行副委員長	 橘髙　克和さん

2013-14年度	地区協議会の資料
の訂正について（資料配布）

■次期幹事　	 増本　一也さん
国際ロータリー第2740地区�2012-2013年度
第2回地区補助金セミナーの報告
開催日時／2013年1月26日㈯	
　　　　　13:00～1700
会場／西九州大学	神園キャンパス
出席者／玉野　哲雄さん
　　　　（地区財団ポリオプラス委員長）
　　　　石井　正剛さん（次期会長）
　　　　増本　一也さん（次期幹事）
　　　　山田たか子さん（事務局）

　地区財団委員会の主催で、第2回補助金セミ
ナーが開催され、石井次期会長、事務局の山田

委員会報告

幹 事 報 告
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	 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん

佐世保西RC	 会長　山口　管律さん
	 IM実行委員長　西浦　隆洋さん
	 中村　鉄舟さん
　本日は、佐世保西RCより、3月2日に開催さ
れます IM（インターシティー・ミーティング）の
キャラバンでお邪魔いたしました。ロータリー
ライフを楽しく過ごすための研修会になってお
ります。たくさんのご参加をお願い致します。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事
　佐世保西RC	会長	山口　管律さん、IM実行
委員長	西浦　隆洋さん、中村　鉄舟さんのご
来訪を心から歓迎致します。

髙田　俊夫さん
　昨年6月、事故で入院しておりました義父の
副島正義会員が、やっと車椅子で自宅に戻っ
てきました。半年間、ご心配や応援を戴いた
佐世保RCの皆様には、心よりお礼と感謝を申
しあげます。
　脊髄損傷ですので、今の所、自由には動け
ませんが、会話はできます。どうかこれから
もよろしくお願い申しあげます。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、米倉洋一郎さん
坂本　　敏さん、大久保利博さん
山縣　義道さん、佐藤　　淳さん
白田　浩一さん、坂元　　崇さん
圡井　弘志さん、中村　徳裕さん
有薗　良太さん、増本　一也さん
松瀬　茂雄さん、安福鴻之助さん
　前田勇人会員の卓話に期待して！

髙瀬　宏滋さん、米倉洋一郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
長寿祈願祭並びに祝賀会について
　次週2月6日㈬	11:00より亀山
八幡宮にて長寿祈願祭、そして
18:30より佐世保玉屋7階文化ホ
ールにて祝賀会を行います。
今回は、
　米寿（大正15年生まれ）	 佐々木秀也さん
　傘寿（昭和9年生まれ）	 井手　常博さん
　喜寿（昭和12年生まれ）
	 山縣　義道さん、立石　徳雄さん
　古希（昭和19年生まれ）
	 大神　邦明さん、佐保　　榮さん
　　　　　		森　　信正さん
　還暦（昭和28年生まれ）
	 田中　信孝さん、田中丸善弥さん
　　　　　		松尾　慶一さん

　以上、10名の方々の長寿を祈願し、お祝い
しながら、また、あやかりながら、ご出席の
皆様のご長寿とご多幸を祈念したいと計画し
ております。皆様のご出席をどうぞよろしく
お願いします。
　尚、準備のための委員会を行いますので、
本日例会終了後、親睦活動委員会および出席
委員会のメンバーの方はお残りください。

	 親睦活動委員会　松瀬　茂雄さん

○結婚記念月のお祝い
　松本　由昭・洋子　さん	ご夫妻（11日）
　髙瀬　宏滋・まり子さん	ご夫妻（18日）
　田中丸善保・栄子　さん	ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　さん	ご夫妻（31日）

慶　　　祝

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　25,000 円

	 累　　計	 558,000 円

◇
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（今週の担当　坂本　　敏）
（カメラ担当　圡井　弘志）

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

	 指揮　井手　孝邦さん
「冬の夜」合唱

JR九州のクルーズトレイン『ななつ星』について

　会員　前田　勇人さん
　　（JR九州ハウステンボスホテル㈱
　　　代表取締役社長）

　JR九州では、このたび、九州
の豊かな観光地を巡り、地域の
皆さまやお客さまどうしのふれあいを創る
“クルーズトレイン「ななつ星」”を運行するこ
ととしました。水戸岡鋭治氏による洗練され
たデザインのクルーズトレインは、鉄道による
新しい旅を生み出すもので、ご乗車のお客さ
まが笑顔で結ばれ、旅の思い出を創ることを
目指します。

１．列車名：クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
　由来：	九州7つの県を表現、九州の主な7つの

観光素材（自然、食、温泉、歴史文化、
パワースポット、人情、列車）を表現

２．コンセプト：「和」のクルーズ
　◎	九州中をめぐり、食、温泉、自然景観、歴
史・文化を体験することにより、日本の美
しさや伝統文化を感じていただきます。

　◎	地域の方々やお客さまどうしのふれあい
を創ります。

　◎	四季を感じる自然とのふれあいにより、
気持ちが和むクルーズを創ります。

３．概要
①運行計画、車両設備等
　◦運行開始時期　平成25年10月
　◦運行計画　	3泊4日コース、1泊2日コース

を週1回ずつ運行

　◦車両設備　	機関車＋客車7両編成（ラウンジ
カー1両、ダイニングカー1両、客
車5両）、部屋数14室（定員28名）

　　　　　　　スイート12室、DXスイート2室
　　　　　　　　　
②販売計画等
　◦販売開始時期　平成24年10月
　◦販売方法　	観光・食事・宿泊等をセット

にした旅行商品として、JR九
州専用窓口及び主な旅行会社
で販売

　◦コース　3泊4日コース及び1泊2日コース
　　　　　　※コースは半年毎に変更
　◦旅行商品の特徴
　　	九州各地の旬の素材の料理、四季を感じ
る自然景観の車窓、ラウンジカーでのピ
アノ演奏、クルーによるサービスなど
で、最上級のおもてなしを提供します。

歌の時間

卓　　話


