
より大事だと感じることは、『あせらず』『無理
せず』『感 謝』の気持ちを持つことだと思いま
す。第2740地区では、時代のニーズに合った
様々な取り組みをしております。
青少年育成プログラムとして
★ 米山記念奨学生を今年は13人お世話しており

ます。
　 米山の学友で現在、米山親善大使を務める楊小

平（ヤンシャオピン）君をゲストに迎え、クラブ
米山委員長セミナーでの『「平和」という文化を
つなぐ』というスピーチに大変感動しました。

★ 国際青少年交換プログラム
　 1962年我が国最初の青少年交換が行われ、佐

世保RCから2人の女子学生がオーストラリアへ
派遣されました。今年は イタリア・アメリカ・
オーストラリアに 9 名を派遣の予定です。

★ ローターアクト、インターアクト、RYLA
　社会奉仕をめざす青少年育成プログラムです。
★ ロータリー財団の運営は「未来の夢計画」がス

タートし、様々な改革が行われております。
　 地区でのVTT（Vocational Training Team=職業

研修チーム）として、佐賀RCとモンゴル国ウラ
ンバ－トルRCと共同で、グローバル補助金を
使ったプロジェクトをスタートさせました。口
唇口蓋裂手術、言語療法士の指導や歯列矯正・
虫歯予防への指導と治療等、手術後のケアを現
地医師等へ技術指導と教育を含んだ点で画期的
な２カ年計画の１年目を終え、メンバーは7月
10日無事帰国しました。第2740地区は資金、
技術の両面から支援し、活動費は、グロ－バル
補助金と地区や両クラブからの補助金約1,000
万円を事業費用としています。勿論原資は、皆
様方会員お一人お一人の年次寄付です。皆さま
の寄付金がこのようなビッグプロジェクトを可
能にしています。

第2740地区ガバナー　宮﨑　清彰さん
　1905年2月23日、ポール・ハリス
は、シカゴ中心街にあるローアの
事務所に集まり、初のロータリー
クラブ例会を開きました。会員の
仕事場を持ちまわりで会合を開い
ていたため、彼らはこのクラブを
「ロータリークラブ」と呼ぶようになりました。
よそ者出身のポールは、気心のしれた仲間を作り
たくて集まりをもったという事です。
　爾来110年、ロータリーは全世界で粘り強く
様々な奉仕の輪をひろげ、ポリオ撲滅まであと一
歩となりました。
　RIテーマ『ロータリーに輝きを』
 　　　　　　　Light Up Rotary
　ゲイリーC.K.ホァン会長は、『興其抱怨、不如
改變』（孔子の言葉）、なにもせずに不平を言って
いるだけでは何も変えることはできない。ひとり
一人が 1 本のろうそくをともすことによって世界
を明るく照らすことができる』とよびかけていま
す。生き生きとした街づくりに貢献したい、明日
を担う子どもや若者たちを支援したい、みんなが
平和に暮らせる世界をつくりたい…そんな思いを
胸に、私たちは、地域社会に根づいて活動してい
ます。様々な職業、国、文化、地域社会の人びと
が協力するロータリーでは、想像を超えた素晴ら
しい事が実現できます。

◎地区運営方針
　『地域に輝くロータリー』の実践にあたり、何
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■松本　淳也
　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　　代表取締役社長
　推薦者：安福鴻之助
　　　　　福田　金治
　カウンセラー：安福鴻之助
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
　祖父母が佐世保出身です。ご指導の程よろしく
お願いします。

 会長　円田　　昭
　本日は宮㟢ガバナーをお迎えし
ての公式訪問例会を開催いたしま
す。ガバナーに於かれましては、
地区内で2番目の公式訪問クラブ
に当佐世保クラブを選んで頂いた
事に感謝申しあげます。と同時に
これから地区内の全クラブを訪問される事は大変
なお仕事であります。どうかご健康に留意され、
ご活躍を願うものであります。そして、中野ガバ
ナー補佐に於かれましては、先週に引き続きお世
話になります。
　さて、梅雨真っ盛りという湿度の高い鬱陶し
い天候が続いております。インターネットで梅雨
を検索してみると、白南風という言葉が出て参
りました。意味を調べてみたところ次のような
ものでした。
　「夏になると、日本列島には、太平洋高気圧か
ら南東季節風が吹き寄せるようになる。これを日
本人は、冬の北風に対し、夏の南風（みなみか
ぜ・はえのかぜ）と呼んできました。
　この南風のうち、梅雨時に吹いて黒雲を運ぶ湿
気の多い風を黒南風（くろはえ）と呼ぶ。これに対
し、梅雨明け、もしくは梅雨晴れや梅雨明け間近
に吹く、雨雲を一掃するような爽やかな風を白南
風（しらはえ・しろはえ）と呼ぶ。
　対（つい）になる黒南風という季語がある分、白
南風という季語からは、ことさら明るい印象を受
ける。」
　よく意味も知らずに色んなものに住所を書いて
いましたが、こんな意味があったのかと知り、早
く白南風が吹いてくれないかと願う今日の空模様
です。

〔報告事項〕
7月11日㈮　 佐世保学園の矯正事業であります意

見発表会に参加致しました。
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・ロータリー財団への年次寄付目標
　　一人平均 150ドル/年間
・米山記念奨学会への寄付目標
　　一人平均 16,000円/年間
・会員増強の目標
　　 各クラブ純増2名以上、2,300名を目指します。
　このようなプロジェクトにはマンパワーが必
要となります。皆様方のご協力をお願いするも
のです。
　最後になりましたが、11月14日㈮～11月16日
㈰、緑豊かな諫早にて地区大会を計画致しており
ます。心から皆様のお越しを歓迎致します。
　又、来年6月6日㈯～9日㈫、ブラジルのリオデ
ジャネイロで国際大会が開かれます。地球の裏側
にあたりますが、サッカーのワールドカップに引
き続きオリンピックの開催国で、BRICSとして発
展著しい国での世界大会となります。一緒にブラ
ジルへ行きましょう！

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ゲスト
　第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　第5グループガバナー補佐 中野　　浩さん
　地区幹事 森　栄一郎さん

◯ビジター
　佐世保南RC 藤永　辰弘さん
 太田　博道さん

■松原　　健
　㈱テレビ長崎　
　　佐世保支社  支社長
　推薦者：田中丸善保
　　　　　古賀　　巖
　カウンセラー：田中丸善保
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
　伝統と格式ある佐世保RCに入会させていただ
き嬉しいです。

例 会 記 録

会 長 報 告

入　会　式
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7月13日㈰　 地区主催の会員増強セミナーを受講
して参りました。

7月15日㈫　 前年度最終理事会が富士国際ホテルで
開催され、決算書を承認致しました。

	 幹事　納所　佳民
１．ガバナーエレクト	 太田　善久さん
　　職業奉仕委員長	 駒井　英基さん
　職業奉仕部門セミナー開催についてご案内
　日時／2014年8月30日㈯　14:00～17:00
　会場／武雄センチュリーホテル4階「飛翔の間」
　出席者／ クラブ職業奉仕担当理事（委員長）、ク

ラブ入会３年未満会員

２．米山記念奨学会	 委員長　本多　善彦さん
　 2014-15年度 地区米山奨学生助成金について
（お願い）

　 米山奨学会よりのクラブ宛補助金の半額（2万
円）を、地区米山記念奨学会へ助成（振り込み）
のお願い

３．佐世保北RC	 会長　大鳥居　宏さん
	 幹事　中井　康晴さん
　 2014-15年度「クラブ現況と活動計画書」が届

きました。

４．つくも苑　施設長　ひまわり会長
　納涼大会のご案内
　日時／2014年7月26日㈯　18:30～20:30
　場所／つくも苑グラウンド

■会員増強・職業分類委員会	 委員長		坂本　　敏
　7月13日㈰　武雄センチュリー
ホテルで開催された、クラブ奉
仕・会員増強セミナーに円田会長
と行って参りました。
　以前、当クラブで琴海ロータリ
ークラブの佐藤さんに卓話しても
らっておりましたので、大体の内容は理解して
おりました。その中でも印象に残ったのが、3 年
未満の会員の退会が多い。例会中も孤独だとい
う事を聞きました。今後は出来る限り声を掛け
ようと考えております。

■資金推進・財団・米山委員会
	 　委員長　幸良　秋夫
　7月12日㈯～13日㈰までの1泊2日の日程で開催

されました米山奨学会の公式事業
である第2740地区「米山奨学生と
の研修旅行」に奨学生のティさん
と共に参加しました。
　参加メンバーは、地区米山委員
会の委員5名、各クラブのカウン
セラー5名、米山奨学生11名の計21名です。初日
は、午前8時30分に諫早駅に集合し、貸し切りバ
スで雲仙・島原方面に向かい、口之津港に到着、
その後、船でイルカウォッチングを楽しみまし
た。午後からはあいにくの天候となり、ロープウ
ェイで上った仁田峠からの眺望は見渡す限りの雲
海という状況でありましたが、宿泊した雲仙のホ
テルでの懇親会では、カラオケはもちろん、太極
拳やフラダンスもありと大いに盛り上がりまし
た。翌日は、雲仙岳災害記念館の見学、その後、
島原市内の武家屋敷等の散策をゆっくり楽しみな
がら、午後5時 諫早駅に到着し、解散しました。
　天候には恵まれませんでしたが、この研修旅行
は、カウンセラーと奨学生が行動を共にすること
により、懇親を深めることで今後の事業がスムー
ズに展開できるようにと企画されたということで
ありますので、その意味では大いにその成果があ
ったものと思います。
　引き続き、米山奨学会及び奨学生へのご支援、
ご協力をお願いいたします。

■社会奉仕委員会	 委員長　遠田　公夫
「ビーチクリーンアップ」のお知らせ
　日時／2014年7月21日（月・祝）
　　　　8:30 集合
　　　　9:00～10:00 清掃活動
　場所／鹿子前・西海パールシー

■前年度活動報告	 前年度幹事　増本　一也
　いつもですと、会計の井手孝邦
さんがご説明されるのですが、ま
だ病気療養中という事で、前年度
の決算について私からご報告させ
て頂きます。
　今週7月14日㈪ 田中丸善保監
事、山縣義道監事に事務局に来て頂き、井手会計、
石井会長、私が同席の上、監査を受けました。
　又、昨日の第13回理事会（最終理事会）にて、
この決算書は、正式に理事会で承認を受けた事を
ご報告申しあげます。
　細部については、時間の都合上ご説明できませ
んが、例会後でも私の方に直接ご質問ください。

幹 事 報 告

委員会報告



鍵がかかり、開ける為の暗証番号が打ち込んであ
る紙が出てきます。暗証番号は自動的に決められ
るアットランダム（不規則）な6桁の数字で、その
紙を持っている本人以外には誰にも分かりませ
ん。ところが、帰国間際にロッカーを開けると、
2 個入れていたトランクの内、1個だけが盗まれ
ていたのです。
　ホテルに掛け合っても相手にされず、飛行機の
時間も迫っていたので、泣く泣く帰って来まし
た。全く何を信用してよいのやら… ! ?
　花の都パリも最近は、スリ、カッパライの横行
する都市になり下がり、特に日本人のパスポート
は人気で、1万ユーロ（約140万円）が取引相場と
いうことですから、皆さんもご注意ください。

安福鴻之助さん
　佐世保南RC　藤永新会長を歓迎して。今日は
ニコニコで破産しそうですが、嬉しい悲鳴です。

	 親睦活動委員会　池田　真秀
第2740地区ガバナー　宮㟢　清彰さん
地区幹事　森　栄一郎さん
　本日は、お世話になります。

円田　　昭会長、納所　佳民幹事
髙瀨　宏滋副幹事、安福鴻之助さん
増本　一也さん
　宮㟢清彰ガバナーのご来訪を歓迎します。

安福鴻之助さん、福田　金治さん
　松本淳也さんの入会を歓迎します。吉澤さんに
続き、三田会員が又一人増えました。ちなみに宮
㟢ガバナーも三田会員です。

佐世保南RC　会長　藤永　辰弘さん
　石井直前会長、増本前幹事、一年間お疲れ様で
した。円田会長、納所幹事、佐世保RC会員の皆
様、今年度よろしくお願いします。

佐世保南RC　太田　博道さん
　今週もまた、お邪魔します。

安福鴻之助さん
　先週一週間、ソムリエ協会の研修旅行に参加
し、フランスのボルドーと、シャンパーニュの産
地巡りをして来ました。…とここまではニコニコ
なのですが！その最終日に何とも不思議な盗難事
件に遭いました。
　パリのど真ん中のホテルの、クローク代わりの
ロッカーに入れていたトランクが盗まれたので
す。ロッカーに荷物を入れ、コインを投入すると
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史

＊7〜8月  例会予定＊

 7月30日 佐世保警察署長
  警視正　坂谷　朝男 様

 8月 6 日 ㈱まるきん　
 代表取締役社長 草野　 剛

たけし

 様

 8月13日　指定休会
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

ニコニコボックス

（今週の担当　山口　剛史）（カメラ担当　池本　仁史）

ニコニコボックス 本日合計 　17,000 円

 累　　計 123,000 円

◇


