
することが規定されます。しかし、1932年
時点での基金残高は、まだ5万ドルに過ぎま
せんでした。1947年1月27日、ポール・ハリ
スの死を悼み、ロータリー財団は、ポール・
ハリス記念基金を呼び掛け、翌年の6月まで
に、130万ドルの寄付が寄せられました。
　これをきっかけに、国際親善奨学金プログ
ラムが実現され、その後、財団が様々なプロ
グラムを開発したことにより、世界中のロー
タリアンの心を捉え発展してきております。
　1983年、イリノイ州の法律の下、非営利
財団法人となり、財団の正式名称は「国際
ロータリーのロータリー財団」であり、ロー
タリー財団を構成する法人会員は、国際ロー
タリーだけということになります。国際ロー
タリー会長エレクトを含む理事会メンバーが
推薦し、15名のロータリー財団管理委員会
によって、国際ロータリーとは別に運営さ
れることには変わりはありませんが、管理
委員のうち4名は国際ロータリーの元会長の
中から選出されます。
　今年度も沢山の皆様に、財団の年次寄
付、ポリオプラス、そして米山記念奨学会
にご寄付いただいており、大変ありがとう
ございます。
　今後とも、１人毎年100ドルへのご協力を
お願い致します。

 会長　石井　正剛さん
　今日は11月27日、いい鮒の
日だそうです。
　1年中、ほとんどの日に今日
は何の日というのがあるよう
です。そんな中でも11月は、
語呂合わせに一番いい月のようで、例え
ば、11月3日 いいミカンの日、11月8日 いい
歯の日、11月9日 消防の日、11月10日 いい
トイレの日、11月15日 いいイチゴの日、11
月18日 土木の日、11月22日 いい夫婦の日、
11月26日 いい風呂の日、11月29日 いい服
の日と続きます。
　それでは、11月23日は何の日でしょう
か？普通日本国民なら、勤労感謝の日と答
えるでしょう。ロータリーの基本、職業奉仕
を考える日かもしれません。
　11月は、財団月間でもありますので、少
しお話させていただきます。
　財団の父と呼ばれるアーチ・クランフは、
1916～17年度国際ロータリーの第6代会長
に就任した時に、「基金を作り世界的な規模
で、慈善、教育、その他、社会奉仕の分野
で何かしよう」と提案し、基金による活動
が始まります。
　その後1928年、国際大会でロータリー財
団と改称され、国際ロータリーとは別に管理
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　　　2014年11月14日㈮
　　　L&Lホテルセンリュウ
　　〔地区大会本会議〕
　　　2014年11月15日㈯　諫早文化会館
　　〔地区大会記念懇親ゴルフ大会〕
　　　2014年11月16日㈰
　　　長崎国際ゴルフ倶楽部

４．佐世保西RC会長 　江口　圭介さん
　�クラブ事務局の移転ならびに例会場変更
のお知らせ

　2013年12月1日より
　クラブ事務局：移転先住所
　　佐世保市上町2-12　建設会館内4F
　　TEL：0956-23-9030
　　FAX：0956-24-9292
　例会場（毎週火曜日）
　　佐世保市上京町3-2 セントラルホテル佐世保
　　TEL：0956-25-0001
　　FAX：0956-22-8435

５．聖和女子学院中学校・高等学校
 理事長　白濱　　信 様
 校長　真下　和枝 様
　創立60周年記念誌が届いております。

■ローターアクト委員会
 委員長　髙瀨　宏滋さん
　明日28日㈭ 長崎国際大学
RACの例会が、ホテルオークラ
JRハウステンボスで行われま
す。時間は19:30からスタート
で、通常の例会より1時間遅い
スタートです。今回は公式訪問例会で、当
クラブの石井会長も出席されますので、お
時間のある会員の方はご出席をよろしくお
願いします。
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○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
　NTT西日本長崎支店 松川　鉄則 様
○ビジター
　佐世保中央RC 福田　英彦さん
　佐世保北RC 富田　耕司さん

 幹事　増本　一也さん
１．国際ロータリー日本事務局 経理室
　2013年12月ロータリーレートは、
　1ドル＝100円（現行 100円）です。
　 年内ご寄付は、12月20日までに振り込み

をお願いします。

２．国際ロータリー第2740地区
　　2013-14年度 ガバナー事務所
　日台ロータリー親善会議ツアーご案内
　会議日時：2014年1月26日㈰
　　　　　　14:00～20:30
　会　場：台湾　台北圓山大飯店
　登録料：会員 15,000円、ご家族 10,000円
　 登録申し込みは第2740地区ガバナー事務

所まで

３．第2740地区ガバナーエレクト
  宮﨑　清彰さん
　　次期地区幹事 森　栄一郎さん
　次年度地区行事日程のお知らせ
　◦地区チーム研修セミナー
　　2014年2月23日㈰　15:00～
　　L&Lホテルセンリュウ
　◦会長エレクト研修セミナー(PETS)
　　2014年3月15日㈯　13:00～
　　平安閣諫早サンプリエール
　◦地区研修・協議会
　　2014年4月27日㈰　13:30～
　　諫早文化会館
　◦地区大会
　　〔RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会〕

幹 事 報 告

委員会報告

例 会 記 録



佐世保中央RC　福田　英彦さん
　本日はお世話になります。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
木村　公康さん、米倉洋一郎さん
佐藤　　淳さん、坂本　　敏さん
坂元　　崇さん、黒木　政純さん
橘髙　克和さん、河原　忠徳さん
見藤　史朗さん、梅村　良輔さん
中川　知之さん、川口　博樹さん
　岡村一郎さんの卓話に期待して。

井上　斉爾さん
　先日の朗遊会で初優勝させていただきま
した。同伴者に恵まれての優勝でした。実
は前回はブービー賞で、賞金が多く家内も
喜んでいたので、今度も「ブービー賞をも
らってくる」と言って出掛けたものでし
た。もう年で、この賞をもらうくらいが適
当かと思い、一度もクラブを握らずの試合
でしたが、茶色マークもいいもんだと思い
ました。

圡井　弘志さん
　ゴルフバーラグでの特訓の成果があり、3位
入賞しました。ありがとうございました。

橘髙　克和さん、円田　浩司さん
増本　一也幹事、松尾　　貴さん
松尾　文隆さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
第2回朗遊会結果報告
　１位　井上　斉爾さん
　２位　山口　剛史さん
　３位　圡井　弘志さん
　４位　安福鴻之助さん
　５位　米倉洋一郎さん

 親睦活動委員会　河原　忠徳さん

○結婚記念月のお祝い
　橘髙　克和・さなえさん ご夫妻（6日）
　円田　浩司・桂子　さん ご夫妻（7日）
　増本　一也・光子　さん ご夫妻（7日）
　長富　正博・桂子　さん ご夫妻（7日）
　田頭　愼一・啓子　さん ご夫妻（10日）
　松尾　　貴・真理　さん ご夫妻（11日）
　目黒　誠之・陽子　さん ご夫妻（23日）
　松尾　文隆・由美　さん ご夫妻（23日）
　

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

佐世保北RC　富田　耕司さん
　久しぶりにメークアップします。よろしく
お願い致します。
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ニコニコボックス 本日合計 　25,000 円

 累　　計 415,000 円

◇

慶　　　祝

ニコニコボックス

朗遊会より
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（今週の担当　大久保利博）
 （カメラ担当　城島　一彦）

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

＊12〜1月  例会予定＊　

12月11日 グラバー園
  副園長　吉田　利一 様

12月18日 ㈱ＮＴＴドコモ 九州支社 長崎支店
  支店長　薗田　一浩 様

12月25日 指定休会日

 1月 1日 祝日休会

 1月 8日 クラブ協議会

 1月15日 指定休会日

 1月22日 会員卓話 中村　徳裕さん

『トレンドソリューションについて』

　会員　岡村　一郎さん
　（ NTT西日本−九州佐世保

支店 支店長）

　松川　鉄則 様
　（NTT西日本−九州 長崎支店）

●メガネ型デバイス（高性能カメラ）
　メガネに高性能カメラと骨伝導ヘッドフ
ォンを搭載し、ハンズフリーで映像と音声
をリアルタイムに伝えることができます。
　工事現場や災害現場
への作業指示やカルチ
ャースクールでの遠隔
レクチャー等、様々な場
面で利用可能です。

●AR（拡張現実）
　新聞や雑誌、ポスター等の紙媒体にスマー
トフォン等のカメラをかざすことで、紙媒体
の画像に重ね合わせるように動画を再生で
きます。
　販売促進や
広告等、新し
い体験を提供
します。
　映画に出てくる魔法新聞のような世界を
実現します。

●光BOX
　動画もネットも写真も、インターネットが
簡単リモコン操作で気軽にテレビで見るこ
とができます。ボタン1つで起動が早く、リ
モコン操作でキーボー
ド不要、文字や動画が
テレビの大画面で見や
すく、インターネット
等が楽しめます。

卓　　話
●マジックコネクト
　自宅でも、移動中でも、客先でも、海外
でも。
　インターネットが利用可能なパソコンやス
マートデバイスを利用して、会社PCを遠隔
操作し、会社にいるのと同じようにPC業務
ができます。
　また、情報漏えい対策機能や多要素認証
でなりすましを阻止するなど、セキュリテ
ィも万全です。

　12月4日㈬の例会は、新会員 川口博樹さ
んの卓話です。
　また、この日は佐世保RCの重要な1日の
一つである「年次総会」の日となっており
ます。次年度の理事・役員と次々年度の会長
が承認されます。そして、また新たに新会
員の方も入会される予定です。

次週例会の案内


