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　それまで、遠い水源から家まで何時間もかけ
て子供たちが1日中水を運んでいた。水の確保の
ため井戸を掘り、学校を建設。将来は病院を作
り、看護師も教育したい。と語られていました。
　47歳で奥さんと子供2人を日本に残して、ま
さにロータリーの奉仕の精神である「超我の奉
仕」をアフリカの無医村で実践されている事に
驚きと感動を覚えました。
　以上、福岡RCの創立80周年記念例会の報告を
して挨拶と致します。有り難うございました。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　地区ロータリー財団委員会
　補助金委員長　山田　　晃さん（長崎南RC）
　（次年度財団委員長）

○ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん

� 幹事　円田　浩司さん
１．RI日本事務局　経理室
　2013年5月のロータリーレートは、
　1ドル＝98円（現行94円）です。

２．RI日本事務局　奉仕室
　リスボン国際大会　信任状提出について
　（�佐世保RCは、出席されます福元ガバナーに
委任いたします。）

� 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。佐世保RCのス
ポンサークラブであります福岡
RCの創立80周年記念例会と記念
祝賀会が、4月17日に例会場の西
鉄グランドホテルで開かれまし
た。招待状が来ていましたの
で、出席してきました。福岡RCがスポンサー
になられた子クラブは全部で18クラブあり、創
立年順でいきますと、佐世保RCは5番目の子ク
ラブとなります。
　記念卓話は、認定NPO法人ロシナンテス代表
の川原尚行さん。九州大学医学部を卒業して大
学院卒業後、外務省に入省、スーダン日本大使
館に一等書記官兼医務官として赴任されていま
したが、着任後3年で辞職。そして、スーダン
にて医療活動を開始。外務省を辞める時には周
りから「お前は馬鹿か」と言われた。しかし
「馬鹿を10年は続けよう」と決意し、現在9年
目。NPO法人ロシナンテスはスーダンで母と子
供の命を守る事業を行っています。ロシナンテ
スとは、ドンキホーテが連れていたロバの名前
であります。
　助産師が産前・産後の妊婦、乳幼児のケアの
ために村落を巡回する際の移動用と水を運搬す
る手段としてのロバと荷車のセットを考案。究
極のエコ手段。
　1セットで約7万5,000円（ロバ1匹、荷車）、車
は燃料が要るが、ロバはエサ。福岡RCの創立
80周年記念事業の1つとして10セットを寄贈さ
れました。
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７．松浦RC	 会長　百武　裕二さん
	 実行委員長　武部　勝海さん
　�松浦RC創立40周年記念式典並びに祝賀会ご案内
　　日時／平成25年6月8日㈯
　　除幕式　�13:20　松浦市文化会館正面玄関
　　記念式典�13:30�点鐘
� 松浦市文化会館（ゆめホール）
　　祝賀会　�16:30　松浦シティホテル

８．大村RC
　週報No.33〜35が届いております。

９．つくも苑	施設長、自治会	ひまわり会長
　運動会の開催についてご案内
　　日時／平成25年5月11日㈯　10:00〜11:40
　　場所／つくも苑グラウンドにて

	 職業奉仕委員会　委員長　幸良　秋夫さん
職場訪問のご案内
　本年度の職場訪問は、下記の
内容で実施いたしますので、多
数のご参加をお待ちいたしてお
ります。
　大新技研株式会社の技術、ノウハウ等につい
て説明を受けるとともに、同社の設備等を見学
します。

　日時／平成25年5月29日㈬
　　14:00　�石井海陸前集合（貸し切りバス利用）
　　14:30〜�現地到着　大新技研株式会社訪問
　　15:45〜�同社出発
　場所／大新技研株式会社
　　　　佐世保市広田4-5-5　TEL�39-1201

　終了後、オプションとして、希望者で近くの
「梅ヶ枝酒造」の酒蔵見学を予定しています。
（45分程度）。帰路は直帰とオプションに別れて
出発します。

� 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　4月21日㈰の8RC親睦ゴルフ大会において、
我がクラブは残念ながら2位でした。団体戦賞
品につきましては、役員交代式の記念コンペで
使わせてもらいます。

３．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
　�新旧ガバナー補佐・地区委員長懇親会開催の
ご案内
　　日時／2013年6月2日㈰
　　　　　18:30〜→18:00に変更
　　場所／佐世保ワシントンホテルにて

４．ガバナー事務所
　①�月信5月号　ロータリーカード推進キャン
ペーンのページに、ロータリーカード保持
者のお写真を裏表紙にカラー掲載いたしま
すので写真をお送りください。

　②�第2740地区ホームページ更新（4月17、18
日）のお知らせ［http://www.d2740.org/］

　
５．第2740地区ローターアクト委員長
	 古賀　秀人さん
　　長崎東ロータリークラブ会長
	 　迫　　龍二さん
　　第2740地区ローターアクト地区代表
	 　前田　　貢さん
　　長崎東ローターアクトクラブ会長
	 　山田　浩市さん
　　第31回年次大会実行委員長
	 　川口真由美さん
　①第31回年次大会�登録のご案内
　　１日目：日時／平成25年6月29日㈯
　　　　　　　　　登録開始�14:00
　　　　　　会場／平安閣サンプリエールにて
　　２日目　日時／平成25年6月30日㈰
　　　　　　　　　登録開始�9:30
　　　　　　会場／平安閣サンプリエールにて
　　登録締切／5月20日(月)
　　登録料／ローターアクター全登録�￥16,000
　　　　　　ロータリアン全登録�￥17,000

　②�第31回年次大会における提唱RC負担金振
り込みのお願い

　　　締め切り日：平成25年6月10日㈪
　　　クラブ負担金：50,000円

６．第2740地区ガバナー・エレクト事務所
　ゴールデン・ウィーク休業のお知らせ
　　2013年4月26日㈮〜4月29日（月・祝日）
　　2013年5月1日㈬
　　2013年5月3日（金・祝日）〜5月6日（月・振休）

委員会報告

朗遊会より
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　6月8日㈯の朗遊会の案内を出しておりました
が、6月15日㈯に変更させていただきます。あ
らためて、案内をお送りします。

� 親睦活動委員会　松尾　文隆さん
○結婚記念月のお祝い
　安部　直樹・恵美子さん�ご夫妻（1日）
　坂本　　敏・和代　さん�ご夫妻（7日）
　小幡　　修・みち子さん�ご夫妻（7日）
　平尾　幸一・透江　さん�ご夫妻（14日）
　円田　　昭・美和子さん�ご夫妻（20日）
　髙田　俊夫・伸子　さん�ご夫妻（23日）
　石井　正剛・佳子　さん�ご夫妻（28日）

� 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
長島　　正会長、円田　浩司幹事
玉野　哲雄さん、増本　一也さん
石井　正剛さん
長崎南RC�山田　晃�次期ロータリー財団委員長
の卓話を楽しみにしています。

安福鴻之助さん
　先週、上京の折投宿した帝国ホテルが、オー
バーブッキングで最上31階のスイートルームに
入れられました。悲しいかな！一人旅だったの
で、二部屋の内一部屋だけしか使いませんでし
た。帝国ホテルでのオーバーブッキングでスイ
ートルームにというのはこれで2回目です。帝
国ホテルがますます好きになりました。

玉野　哲雄さん
　先日の8RCゴルフ大会にて、98人中準優勝
をしましたので、ニコニコします。なおハンデ

ィキャップがダブルペリア方式により24.8もつ
いたので！

米倉洋一郎さん
　先日の8RCゴルフ（朗遊会）にて、朗遊会の部
で久しぶりに優勝しました。又、8RCゴルフの
方では5位に入り、ベストグロス賞をもいただ
きましたので。

圡井　弘志さん、大久保利博さん
　朗遊会に入賞しましたので

平尾　幸一さん
　4月21日に開催されました第41回市内8クラブ
親睦ゴルフ大会で、佐世保南クラブ会長賞とニ
アピン賞をいただきましたが、順位は55位に沈
んでしまい、団体戦に貢献できず申し訳ありま
せんでした。また、同時に開催されました朗遊
会で準優勝しましたので、ニコニコします。

加納洋二郎さん
　もう、佐世保RCには顔を出せないので、本
日は欠席致します。というのは冗談ですが、本
日、所用にて欠席致します。8RC親睦コンペな
らびに懇親会に出席された皆さん、ご苦労様で
した。特に準優勝の玉野さんおめでとうござい
ます。当日のことに関しては多くは語りません
が、懇親会会場を盛り上げられたことに副会長
として満足しています。
　どん底より這い上る闘志の塊　加納より

円田　　昭さん
　誕生祝いありがとうございました。

安部　直樹さん、坂本　　敏さん
平尾　幸一さん、円田　　昭さん
髙田　俊夫さん、石井　正剛さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

	 指揮　井手　孝邦さん
「朧月夜」合唱

ニコニコボックス� 本日合計�　25,000 円

� 累　　計� 785,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝

歌の時間
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『未来の夢計画の概要』
　第2740地区ロータリー財団委員会
　補助金委員長
　（次年度ロータリー財団委員長）

　　山田　　晃さん（長崎南RC）

◯未来の夢計画とは…？
　2017年にロータリー財団は100周年を迎えま
す。100周年を迎えるにあたって、もう一度こ
のロータリー財団の見直しを行ない、時代の
ニーズに合ったものに変えていこうというの
が、2013-14年度からスタートするロータリー
財団の未来の夢計画です。
　未来の夢計画は、ロータリー創立100周年の
年に準備が始まり、2013-14年度より完全に新
しい補助金システムに移行します。その為の
試験的プログラムとして、全世界から100地区
が選ばれ、パイロット地区として2010-11年度
より3年間の試験的プログラムがスタートしま
した。（日本からは、6地区が選ばれました。）

◯�なぜ、ロータリー財団は新しく生まれ変わ
るのでしょうか？
全体から言うと…
　1．運営もプログラムももっと簡素化が必要。
　2．�もっと世界のニーズに対応した奉仕活動

に焦点をあてる。
　3．�ロータリー財団をもっと身近に思えるよ

うになってほしい。
　4．�ロータリーをもっと広報する必要があ

る。

補助金に関して言うと…
　1．�近年マッチング・グラントの申請が急増

してきた。
　2．�今までの14のプログラムは多すぎて、申

請等も解りにくく、使い勝手が悪い。
　3．�小さなプロジェクトが多いため、必要経

費が嵩んでしまう。
　4．�あまり持続性のあるプロジェクトが行わ

れていない。 （今週の担当　圡井　弘志）
（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  

＊5月  例会予定＊

　5月15日� 新会員　佐藤　　淳さん
　　　　� （㈱商工組合中央金庫�佐世保支店長）

　5月22日� ㈱電通九州　長崎支社　
� 　支社長　梶原　佳貴�様

卓　　話
◯未来の夢計画が始まるとどうなるの？
　未来の夢計画によってロータリー財団は、
私たち全てのクラブのための財団になりま
す。今までのように、財団独自のプログラム
を消化すれば良いプログラムから大きく変化
します。つまりロータリアンの為の財団に変
わる訳です。プログラムも各クラブのロータ
リアン自らが創造し、且つ、自らが活動する
ものに変わると言っても良いと思います。

具体的には…
　1．�寄付は、今までと変わりはありません。

但し、「年次寄付」は、これからは「年次
基金」と呼びます。

　2．�補助金が大きく変わります。今までの
「地区補助金」と「マッチンググラント」
は無くなり、新しく「新地区補助金」と
「グローバル補助金」に生まれ変わりま
す。

　3．�「ポリオ・プラス」と「ロータリー世界
平和フェローシップ」の2つのプログラ
ムは今まで通りですが、他のプログラム
は、廃止、または、新しいプログラムに
変更になります。

　ロータリー財団の未来の夢計画にスムーズ
に移行していくためには、各クラブの皆様の
ご理解とご協力が必要です。
　新しく生まれ変わるロータリー財団を今後
ともよろしくお願いします。


