
ます。その中には中央RCのメンバーの方もい
らっしゃるようですが、ガバナーは中央RCの
チャーターメンバーでもいらっしゃいます。ガバ
ナーの卓話を、みなさんのクラブの誰よりも先
に聞ける幸運を手にした方々です。最後までご
参加くださいますよう、お願い致します。

〔報告事項〕
　7月5日㈮、松尾慶一新世代奉仕委員長、目黒
誠之さん、増本一也幹事、私の4名で佐世保学
園意見発表会に参加してまいりました。後ほど
目黒さんにご報告戴きます。
　7月8日㈪、市内8RC会長・幹事にて佐世保市
長を表敬訪問致しました。
　以上で会長挨拶を終わります。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ゲスト
　第2740地区ガバナー	 塩澤　恒雄さん
　第5グループガバナー補佐	 松尾　清治さん
　地区幹事	 竹田　健介さん
　平戸RC	 渡邉　栄二さん

	 会長　石井　正剛さん

　皆様こんにちは。先週までは、
鬱陶しい梅雨空でしたが、月曜日
からは、そんな天気も一転、梅雨
明け宣言もなされました。
　ギラギラと容赦なく照りつける
陽の光に、一気に夏本番を感じております。皆
様方には体調管理に十分お気を付けください。
	「公式」を辞書で調べますと、おおやけに決め
られた形式、又は公的な手続きを踏んで物事を
行う事。数学では、法則を記号で表した式が、
公式だそうです。公式行事、公式見解、そして
公式訪問という言葉があります。
　本日は、国際ロータリー第2740地区	 2013-
2014年度	塩澤恒雄ガバナーをお迎えしてのガバ
ナー公式訪問です。皆様ご存じの通り塩澤ガバナ
ーの所属クラブ	平戸RCは、我がクラブがスポン
サーとして、設立されたクラブです。そんな意味
でも、大変ご縁のあるガバナーでございます。
　佐世保RCには、一番に公式訪問をしたいと
のご意向で、異例の今年度第2回目の例会での
公式訪問が実現しました。
　本日は、RI	ロンD.	バートン会長、及び国際
ロータリー第2740地区の本年度の運営方針を後
ほどゆっくりとお話しいただきますので、皆様
ご期待いただきたいと思います。
　又、本日は沢山のご来訪者をお迎えしており
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５．地区ガバナー月信編集委員長
	 森　　幸雄さん
　ガバナー月信7月号の訂正のお知らせ
　（誤）	表紙及び地区行事予定表　7月識字率

向上月間
　（正）7月は強化月間はありません

　（誤）	P21	送金のしおり	人頭分担金送金期限
　　　　13年6月30日及び14年12月31日
　（正）P21	送金のしおり	入頭分担金送金期限
　　　　13年7月1日及び14年1月1日

６．佐世保北RC	 会長　緒方　信行さん
　「	2013-2014年度	クラブ現況と活動計画書
			前年度活動実績報告書」が届いております。

■会計報告	 円田　浩司さん

　◯2012-2013年度	収支決算報告
　　　　　　　　	（別紙にて説明）

■新世代奉仕委員会	 目黒　誠之さん
　去る7月5日、佐世保学園で行わ
れました「第63回社明意見発表
会」に、石井会長、増本幹事、松尾
新世代奉仕委員長、そして私の4
名で参加してきました。
　佐世保学園とは、ほとんどの方がご存じだと
思いますが、短期処遇の初等、中等少年院で、
一般的には6ヵ月程度で出院するそうです。
　発表会の内容ですが、あらかじめ選ばれた園
生の代表者5名が、それぞれ3〜5分程度で発表
をするのですが、驚いたのは皆ほぼ暗記して発
表をしているということでした。努力の跡が伝
わったのと、何より発表の内容の素晴らしさに
正直感動を覚えた次第です。
　来賓を代表して、石井会長が最優秀賞・優秀
賞の受賞者に表彰状を授与し、「人生80年は人
類の歴史からすると短いかもしれませんが、実
は結構長いと思います。これから沢山の色々な
経験をすると思います。漠然と生きるのではな
く、目標を見つけてください。そして、それに
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◯ビジター
　佐世保南RC	 川原　正寛さん
	 藤永　辰弘さん
　佐世保東RC	 前田　和隆さん
　佐世保西RC	 吉武　直亮さん
　佐世保北RC	 宮㟢　有恒さん
　佐世保中央RC	 井上　　亮さん
　佐世保東南RC	 大野　満也さん
　ハウステンボス佐世保RC	 岡田　金助さん

	 幹事　増本　一也さん
１．㈶ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　板橋　敏雄さん
　2013年度上期普通寄付金のお願い
　　	佐世保RCは会費より半期1人 1,500円を寄
付しております。

２．国際ロータリー第2740地区
	 ガバナー　塩澤　恒雄さん
	 米山奨学委員長　本多　善彦さん
　	7月7日	米山奨学委員長セミナーご出席のお礼
が届いております。

３．地区2013-2014年度インターアクト委員長
	 　松尾　慶一さん
『前期指導者講習会』開催のご案内
　日時／平成25年7月27日㈯
　場所／武雄市文化会館　大集会室・中集会室
　参加召集／	RC担当委員長、委員、高校IAC顧

問教師、IAC会長、幹事、生徒

４．国際ロータリー第2740地区
	 2013-2014年度ガバナー　塩澤　恒雄さん
	 新世代統括委員長　増㟢幸一郎さん
「新世代部門合同研修セミナー」開催について
（ご案内）
　日時／2013年8月3日㈯　
　　　　12:30受付開始		13:00開会		16:30閉会
　会場／伊万里市民センター	1階文化ギャラリー
　出席者／	各クラブ本年度新世代部門担当理事、

担当委員長1〜3名／クラブ

幹 事 報 告

委員会報告



（3）

向かって努力してください。そして諦めないで
ください。」と、感想・激励の言葉を述べられ
ました。
　最後に園生代表から、「佐世保学園での生活
は、自分を見つめ直す良いきっかけとなっていま
す。そして今回の発表会のように、多くの社会の
人に支えて頂いていることを強く感じます。更生
に向けて頑張りますので、引き続き応援をお願い
します。」とお礼の言葉がありました。

■ローターアクト委員会
	 　委員長　髙瀨　宏滋さん
　明日7月11日㈭に、ホテルオーク
ラJRハウステンボスで、長崎国際
大学RACの例会が行われます。例
会のメインテーマは、ローターア
クト副委員長の大久保利博さんの
卓話です。
　今回の例会には、石井会長、増本幹事も出席
されます。その他に、第2740地区	財団ロータ
リー米山記念奨学会の、佐世保南RC奨学生	レ
ーティトウェットさんと、長崎中央RC奨学生の
イ	ヌェ	ソウさんの2人が例会訪問されます。ロ
ーターアクトメンバーとの交流、異文化を深く
理解した上に、ローターアクトの仕組み、例会
の仕方を学びたいという事で訪問されます。
　お時間のある方は出席をお願いします。

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

第2740地区ガバナー（平戸RC）	塩澤　恒雄さん
　5月の地区協議会の時には、佐世保クラブの
皆様には大変ご協力をいただきました。改めて
お礼申しあげます。
　梅雨明けとともに公式訪問をスタート致しま
した。本日はよろしくお願い申しあげます。

第5グループガバナー補佐（北松浦RC）
	 　松尾　清治さん
　今日は、塩澤ガバナーのお供でまいりまし
た。よろしくお願いします。

8RCいちまる会
　本日は、佐世保RC	石井正剛様の会長就任を
お祝いすべく「いちまる会」が伺いました。今
年度の順風満帆なるクラブ運営を祈念申しあげ
ます。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、福田　金治さん
森　　信正さん、橘髙　克和さん
武井　洋一さん、有薗　良太さん
田中丸善保さん、川冨　正弘さん
髙田　俊夫さん、梅村　良輔さん
　塩澤恒雄ガバナーのご来訪を歓迎いたします。

石井　正剛会長、橘髙　克和さん
　いちまる会（市内8RC ’09-’10会長幹事会）の
皆様、ご来訪ありがとうございました。

田中　信孝さん
　久しぶりの出席です。よろしくお願いします。

　第2740地区ガバナー（平戸RC）	
　　　塩澤　恒雄さん

■生い立ち・長野県について
　私の出身は長野県の飯田市とい
うところです。私が卒業しました飯田東中学校
は当時1,000名程度生徒がいましたが、今は過疎
化が進み240名程度まで減少しているようで
す。卒業後、文科系の学部を志望し、東京大学
を何度か受験しましたが、最終的には親戚の強
い薦めもあり、長崎大学の医学部へ入学するこ
とになりました。これが、私と長崎の初めての
繋がりとなります。
　卒業後、佐世保と五島にて勤務医を経験しま

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　34,000 円

	 累　　計	 103,000 円

◇

卓　　話
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（今週の担当　目黒　誠之）
（カメラ担当　白田　浩一）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊7〜8月  例会予定＊

　7月24日	 一般社団法人	有田観光協会
	 　　専務理事　山口　　睦	様
　7月31日	 （調整中）
　8月		7日	 アサヒビール株式会社九州統括本部
	 市場開発部洋酒ワイン担当課長
	 　　　　　　　鈴木　賢司	様
　8月14日	 指定休会日
　8月21日	 委員会タイム
	 拡大委員会委員長　円田　浩司さん
　8月28日	 久留米大学　法学部
	 　　　　教授　児玉　昌巳	様

したが、佐世保で勤務医をしていた時に佐世保
中央RCのチャーターメンバーとなりました。
これが私とロータリーの最初の出会いとなりま
す。その後、平戸で開業することとなり、6ヵ
月で佐世保中央RCから平戸RCへ移籍すること
になります。
　ところで、私の故郷である飯田市は、2027年
に開通予定のリニア中央新幹線の駅が近くに設
置される可能性があり、関心が高まっていると
ころです。是非皆さんも長生きをして利用して
みて欲しいと思います。長生きと言えば、長野
は長寿日本一の県です。私の3つのキーワード
は、「思いやり」、「明るさ」、「健康」ですが、ま
さに長野県は「健康」の県です。長野県は、昭
和40年の調査では、平均寿命は男性9位、女性
26位と決して現在のような長寿県ではありませ
んでした。特に脳卒中における死亡者が全国 1
位と、大変不名誉な状況でした。そこで地域を
挙げて、塩分の摂取量を抑える等の生活習慣病
対策を講じたこと、また、公民館の数を増やし
たり、ボランティアへの積極的な参加を促した
りと、生活に「生きがい」を求める取り組みを推
進したことが、長寿日本一に良い影響を与えた
と思います。ちなみに野菜摂取量も長野県は1
位です。ぜひ皆さんも意識してみてください。

■地区方針
①ロータリーの実践
　行動するロータリアンを目指して
　「思いやり」「明るさ」「健康」
②魅力あるクラブづくり
　会員増強の目標　各クラブ　純増2名以上
③「未来の夢計画」の実践
　Ｒ財団への年次寄付目標
　　1人平均	100＄以上
④明日を担う人づくり
　米山奨学会への年次寄付目標
　　1人平均	16,000円以上

（	詳細は、「クラブ現況、活動計画および報告書」P.３を
ご参照ください。）

　最後に、去る6月23日にポルトガル・リスボ
ンで開催された国際大会に、竹田幹事夫妻が参
加されました。RI会長が田中会長ということも
あり、非常に盛りあがり、感動的な式典となっ
たようです。来年はオーストラリア・シドニー
で開催されますので、佐世保RCの多くの皆さ
んにも是非参加して頂ければと思います。

リスボン国際大会　6月23日


