
を持ったロータリアン同士の国際的親睦と
親善の重要性を認識し、各グループがプロ
ジェクト活動や行事を通じてこの月間を祝
う様に奨励したものでした。

（ロータリー章典  42.010.9）
　1928年、非公式にエスペラント語に関心
を持ったロータリアンが集まった事をきっか
けに始まったものですが、1947年から組織
された、ロータリー国際ヨット親睦グルー
プが現在する最も長く継続している活動だ
そうです。
　1968年 世界親睦活動が認定され、1970年 
RI正式プログラムとなり、2000年10月、RI
理事会は6月を「ロータリー趣味・職業別親
睦月間」にして特別月間に位置付け、2002
年より「ロータリー親睦月間」と改称してお
ります。
　R I公認の世界的ネットワーク活動グルー
プは現在、おおよそ70程度の組織があり、
R Iに依存せずに独自に実施することが要請
されますが、ロータリー標章使用を始め、
RIの方針に従っていなければなりません。

（ロータリー章典  42.010.10）
　一つご紹介いたしますと、　
　『ロータリー友情交換プログラム』があり
ます。ロータリアンとその家族の為の国際
交換プログラムであり、参加者は他国のロ
ータリアンの自宅に滞在し、異文化を体験
することができます。このプログラムを通
じ、国境を越えた人と人との交流によっ

 会長　石井　正剛さん

　6月15日㈰行われました、元
佐世保RC国際奨学生 官 家興
さんから留学生へのお米の贈
呈式には、福田パスト会長、
円田エレクト、田中丸ノミニ
ー他、沢山の会員の皆様にもご参加いただ
き、最後の事業として無事終了しました。
　当日、昼食会炊き出しに使用しました食
材、その他ご提供いただきました、下田弥
吉さん、木村公康さん、前日からの準備と
当日、奥さま、子供さん共々参加いただき
ました大神吉史さん、高瀨ローターアクト委
員長、ローターアクトのメンバー、企画して
いただきました松尾文隆 財団委員長にお礼
申しあげます。後程ご報告いただきます。
　年度最後の月、6月をRIでは親睦活動月間
と定めております。ロータリーの基本は親
睦と言われておりますので、ロータリーの
中でも一番わかりやすい月間と認識してお
りました。
　この月、佐世保ロータリークラブでは、
ご家族をお招きし、役員交代式並びに懇親
会を行うのが常となっております。これこ
そ、その一環と思っておりました。
　ところが、RIが求める親睦活動月間は、
国際奉仕の一部門と捉えており、共通の職
業的活動、またはレクリエーションへの関心
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４．伊万里西RC 会長　馬場　久之さん
　創立40周年記念誌ご案内

５．第2740地区ガバナー事務所より
　ホームページ更新のお知らせ

ロータリー財団委員会  委員長  松尾　文隆さん

官
カア

　家
ジャシン

興氏  苦学生支援
お米贈呈式
主催／ 佐世保RC
　　　長崎国際大学RAC
後援／ 官　家興

（元 佐世保RC国際奨学生・米山奨学会奨学生）

日時／2014年6月15日㈰
　　　 午前10時より田植え体験会及びカレー

炊き出し
場所／東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷
　　　官　家興氏自宅
　　　 官氏農場及び東彼杵町東部地区コミュ

ニティセンター
　午前11時30分 お米贈呈式
　主催者挨拶 佐世保RC 石井正剛会長
　お米贈呈者挨拶 官  家興氏
　お米の授与  官  家興氏より学生代表
 （チーさん）へ

　学生代表謝辞 B
ブ イ

UI, C
チ

HI T
テ ィ

HI B
ビ ッ ク

ICHさん
 （チーさん）
　午後 0 時より昼食及びコミュニケーション

参加者／佐世保ロータリークラブ
　　　　 石井正剛会長、増本一也幹事、福田

金治パスト会長、円田　昭次年度
会長、田中丸善弥クラブ奉仕管理
運営委員長、松尾文隆ロータリー
財団委員長、髙瀨宏滋RAC委員
長、大神吉史会員

　　　　事務局員　山田たか子さん
　　　　長崎国際大学RAC　田浦会長以下8名
　　　　長崎短期大学留学生　9名
　　　　長崎県立大学交換留学生　2名
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て、国際理解と平和の推進が図られている
そうです。
　さて、皆様に、そして佐世保RCにとりま
して、今年はどんな１年間だったでしょう
か。今週と来週２週に分け、クラブ協議会
を行います。１年間の活動を各委員長さん
からご報告戴きます。どうぞよろしくお願
い致します。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

 幹事　増本　一也さん
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
 理事長　板橋　敏男さん
　特別寄付表彰状
　　福田  金治さん
　 米山功労者第22回
　メジャードナー

２．国際ロータリー
　マルチプル･ポール･ハリスフェローピン
　　山縣  義道さん

　ポール･ハリスフェロー認証状とピン
　　松尾  文隆さん

３．2013-2014年度ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　2014-2015年度ガバナー 宮㟢　清彰さん
　　2014-2015年度国際青少年交換委員長
 　佐古　亮景さん
　 2015-2016年度国際青少年交換学生（派遣）

の再募集について
　　 募集締め切り日を6月30日㈪、選考会を

7月20日㈰に予定。

委員会報告

幹 事 報 告

例 会 記 録



 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん

石井　正剛会長、増本　一也幹事
　今回の官さんの「お米の寄贈式」では、
松尾文隆財団委員長には、悪代官以来、大
変ご尽力を頂きありがとうございました。
又、髙瀨宏滋さん、大神吉史さんご夫妻、
山田さん（事務局）には、留学生達やロータ
ーアクトの送り迎えや、田植え、カレーの
炊き出しと、一日中フル回転して頂きまし
た。又、食材等を提供して頂きました、下
田弥吉さん、木村公康さんにも心よりお礼
を申しあげます。
　当日、一緒に参加して頂いた福田金治パ
スト会長、円田 昭次期会長、田中丸善弥ノ
ミニーの皆さんにも心よりお礼を申しあげ
ます。TV取材を手配して頂いた圡井弘志さ
ん、長崎新聞に掲載して貰った池本仁史さ
んのご支援にも感謝致します。
　ローターアクトにとっても、今回の共同
事業は大変有意義だったと考えています。
　最後に、今年度内、これ以上の事業が無
い事を祈ってニコニコ致します。

安福鴻之助さん
　輪飲クラブ、無事終了しました。オーパ
ス、美味しかったですね。飲み足りなかっ
た人もあると思いますが、あれ以上出すと
赤字になりますので、お許しください。ご
参加の皆さん、ありがとうございました。

　　　　長崎日本語学院留学生　11名
　　　　各校の引率者　3名　　　　計33名

お米贈呈先
　長崎国際大学 27名分 190kg
　長崎短期大学 9名分 65kg
　長崎日本語学院 37名分 260kg
　長崎県立大学 2名分 15kg
　　　合計  530kg

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　6月14日㈯役員交代記念コン
ペを無事終えることが出来ま
した。そして、１年間ありが
とうございました。
　また、来期もよろしくお願
いします。

前田　勇人さん
　私事で恐縮でございますが、
6月25日付でJR九州ハウステン
ボスホテル株式会社を退任す
ることになり、本日付で佐世
保ロータリークラブを退会させていただく
ことになりました。
　2年弱の短い間ではございましたが、伝統
と格式のある佐世保ロータリークラブで、会
員の皆様とロータリークラブを通じて有意義
な時間を過ごせたことについて、心から感
謝申しあげる次第です。

 出席委員会　松尾　　貴さん
○永年会員表彰
　武井　洋一さん（48年）

○出席100％表彰
　加納洋二郎さん（16回）
　芹野　隆英さん（10回）
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朗遊会より

慶　　　祝

ニコニコボックス

退 会 挨 拶



■公共イメージ委員会
　　委員長　加納洋二郎さん

◯クラブ会報・広報委員会
◯雑誌委員会

　詳細は、クラブ活動報告書に掲載しますので
ご覧ください。

（4）

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

＊7月  例会予定＊

 7月 2 日　 会長運営方針並びに会計予算の
説明

 7月 9 日 中野　浩第5グループガバナー補佐訪問
 クラブ協議会

 7月16日　宮﨑　清彰ガバナー公式訪問例会

 7月23日　長崎県県北辰興局長
 　　　　　辻本　政美 様

 7月30日　佐世保警察署長
 　警視正　坂谷　朝男 様

（今週の担当　城島　一彦）
 （カメラ担当　大久保利博）

坂元　　崇さん
　長崎新聞JAMの6月号で、㈱坂元木工工芸
の会社を取り上げていただき、池本支社長、
大変ありがとうございました。

武井　洋一さん、加納洋二郎さん
　永年会員表彰および出席100%表彰ありが
とうございます。

安福鴻之助さん
　前田勇人さん、ご栄転おめでとうござい
ます。お元気で。

ニコニコボックス 本日合計 　7,000 円

 累　　計 1,026,000 円

◇

クラブ協議会クラブ協議会

クラブ協議会

■2013-14年度 会長
　　石井　正剛さん

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　田中丸善弥さん

◯親睦活動委員会
◯出席･例会委員会
◯プログラム委員会


