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おかれましてもじっくりとお話を聴いていただ
き、当クラブの事業にも反映して参りたいと思
います。よろしくお願いします。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ゲスト
　第2740地区 第5グループ
　ガバナー補佐　大神　邦明　様

	 幹事　芹野　隆英
１．日韓親善委員会委員長・元RI理事
	 渡辺　好政さん
　　第13回日韓親善会議実行委員長
	 	市川伊三夫さん
　第13回日韓親善会議開催のご案内
　　日時／2015年9月4日㈮ 13:00〜
　　会場／グランドプリンスホテル新高輪
　　　　 「飛天の間」
　　登録料／15,000円（晩餐会含む）
　　 登録締め切り日／各地区ガバナー事務所で

まとめて、7月20日㈪までにお申し込み。

２．ロータリー囲碁同好会
　　第2580地区ガバナー事務所内
	 名誉会長　田中　　毅さん（2680地区PDG）
	 会　　長　石井　良昌さん（2680地区PDG）
	 日本支部長　新藤　信之さん（2750地区PDG）
　第14回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　　日時／2015年10月3日㈯
　　　　　9:30登録受付 10:00開会式 16:00表彰式
　　会場／日本棋院会館本院 １階対局場
　　　　　（東京・市ヶ谷）
　　主催／ロータリー囲碁同好会日本支部

	 会長　田中丸善弥
皆さん今日は。
　最近は台風が幾つも発生し西
日本も激しい豪雨と風による被
害は計り知れないものがありま
した。気温もつい先日まで雨ば
かりで、涼しかったのが一挙に
猛暑日（1日の最高気温が35度超え）・真夏日（30
度超え）になる異常気象でした。いよいよ、熱中
症予防にも気をつけなければなりません。ご存
知とは思いますが、まず、暑さ対策です。①室
温は28度を超えないよう、エアコンや扇風機を
使用する。②外出時は涼しい服装に日よけ対策
をする。③無理せず適度に休息、暑さに体を慣
れさせること。
　次に、脱水対策です。①沢山の汗をかいた
ら、喉が渇いていなくとも小まめに水分と塩分
を補給すること。②経口補水液を利用し、日頃
から栄養バランスの良い食事と体力作りだそう
です。皆様もくれぐれも油断せず体調管理に心
掛けられてください。
　また先日は「世界遺産決定」のニュースが流
れておりました。最後の土壇場で長崎県にも世
界文化遺産（8県23施設）が誕生しました。これ
から近隣諸国との関係修復も改めて忘れず考え
なければならない、スタートとなりました。
　さて、本日は待ちに待った…大神邦明ガバナ
ー補佐訪問例会です。
　私共の事業計画の総括と第2740地区の全体の
お話も伺える機会です。どうぞ、会員の皆様に
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会 長 挨 拶
例 会 記 録

幹 事 報 告

2015〜2016年度　国際ロータリー
第2740地区 第５グループ

大神邦明ガバナー補佐訪問例会
2015年7月15日　佐世保ロータリークラブ



坂元崇副幹事、田中委員長、松尾
文副委員長と意見交流会に行って
きました。初めての経験で、体
育館の中は30℃以上と大変でし
たが、みんなの真剣な態度、
更生しようとする姿勢に感動を
覚えました。佐世保クラブが長年にわたり協力
しているとお聞きし、あらためていい事業だな
あと思いました。

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
「ビーチクリーンアップ」実施の
お知らせ
　日時／2015年7月20日（月・祝）
　　　　8:30集合
　集合場所／九十九島ベイサイド
　　　　　　ホテル＆リゾート
　　　　　　フラッグス 入口駐車場前（鹿子前町）
　実施場所／九十九島パールシーリゾート、
　　　　　　鹿子前海水浴場
　多数のご参加お待ちしております。

■創立65周年記念式典実行委員会
	 副実行委員長　中村　徳裕
　2016年2月21日㈰は佐世保
RC65周年記念式典です。今日か
ら数えてあと221日です！
　姉妹クラブの台南RCクラブ、ラ
ホヤRCクラブからもお客さまを
盛大にお迎えして、交流を深め
る機会になるべく準備を進めていきたいと思い
ます。
　現在、橘髙克和実行委員長と、組織人事の大
詰めの作業を行っています。まもなく組織の配
属について発表させていただきますので、皆様
のご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたし
ます。

ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　橘髙　克和
①会長方針に則り、今年度も、3
分間情報の実施を致します。
◆ロータリー会員の条件
　「 出席」「会費の納入」「RI公式

機関の購読（日本では、ロー
タリーの友）」

　 ロータリーの友には、広いジャンルでの情報
があるので、良い記事など気付いたことを提
供したい。
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　　共催／第2580、2750両地区（都内2地区）　
　ホスト／東京ロータリークラブ
　　登録料／7,000円（昼食代、賞品等含む）
　　 申し込み／所属ロータリークラブを通じて、

申し込み締め切り日は9月18日㈮です。

３．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2015年7月のロータリーレートは、
　1ドル＝124円（6月：118円）です。

４．	国際ロータリー日本事務局　クラブ・地区支
援室

　 下記表題の二点について参考情報をお送りし
ます。

　★例会休会（Meeting Cancellation）について
　★ 出席率計算（Attendance Calculation）につい

て
　補足資料ホームページをご覧ください。
　http://1drv.ms/INZmDMd

５．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　 ハイライトよねやま184号（2015年7月13日発

行）ホームページでご覧ください。

６．2014-15年度	ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　ネパール大地震義捐金のお礼
　　義捐金額　2,189,064円
　 義捐金は東京目黒区の在日本ネパール国大使

館を訪問し、直接ネパール大使へお渡しいた
します。

７．2015-16年度		太田　善久ガバナー事務所
　第2740地区ホームページ更新のお知らせ
　2740地区ホームページ http://www.d2740.org/

８．佐世保中央RC	 	幹事　馬場　貴博さん
　事務所移転のお知らせ
　　新住所：〒857-0875 佐世保市下京町10-6-306
　　※ 電話、FAX番号、メールアドレスの変更

はありません。

９．佐世保南RC	 幹事　直江　弘明さん
　「 2015-16年度クラブ現況と活動計画書・前年

度活動実績報告書」が届きました。

10．佐世保北RC	 	会長　中野雄一郎さん
　「 2015-16年度クラブ現況と活動計画書・前年

度活動実績報告書」が届きました。

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　7月10日㈮、佐世保学園に、田中丸会長、

委員会報告

その他の報告

ロータリー３分間情報



親睦活動委員会　松本　淳也
田中丸善弥	会長、芹野　隆英	幹事
　大神ガバナー補佐ご訪問に感謝して。

第5グループガバナー補佐　大神　邦明	様
　ガバナー補佐として本格的に今日から稼働で
す。今後皆様に色々お世話になる事と思いま
す。1年間宜しくお願い致します。遅刻は今後致
しませんので、今日は申し訳ありません。

溝口　尚則さん、松尾　文隆さん
小川信次郎さん
　永年会員表彰ならびに出席100％表彰ありがと
うございます。

『佐世保RC活動について』

　国際ロータリー第2740地区
　第5グループガバナー補佐
　　大神　邦明	様
　
　まずは、田中丸号の順調なる出港であった事
を、田中丸会長、理事、役員の皆様方へお祝い申
しあげます。それに田中丸会長は、昨年の11月
25日に突如の急性大動脈解離という大病にみま
われ、皆さんも私も大変心配しました。しかし復
帰され、例会で苦しい言葉の中でも会長職の遂行
を宣言なされた時は、一同が「歓待の声」を上げ
たのを私は思い出します。
　どうか、田中丸会長、これから無理をなされ
ぬ様にしてください。理事、役員、それに会員
の皆様も、この一年、会長の力となりやって行
かれると考えます。この事は、佐世保RCの一つ
の大きなページに残るものと思います。僭越で
申し訳ありませんが、私からも是非お願い申し

②今回の記事
　 福島県いわき小名浜RC会員の遠藤医師の卓話
　「肥満について」実験の結果
　１．同じカロリーで食事をした結果
　　　30分で食べた
　　　60分かけて食べた
　　 場合に、30分以内に食べたグループに体重

増加があった。
　２．減量が困難と言われる内臓脂肪
　　 1日2回、1回に付き20回の腕立て伏せをする

と、顕著な内臓脂肪の減少が確認された。

 出席・例会委員会　委員長　古賀　　巖
◯永年会員表彰
　岡　　英樹さん（37年）
　安福鴻之助さん（37年）

◯出席100％表彰
　山下　尚登さん（18回）
　溝口　尚則さん（10回）
　松尾　文隆さん（10回）
　小川信次郎さん（1回）

■2014-2015年度　会計報告
　富永　雅弘
　　収支決算書をご覧ください。

■監査報告
　　米倉洋一郎
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ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス　7月15日分合計 10,000円
 累　　計 87,000円

◇

ニコニコボックス
テーブルボックスが集計されていませんでしたの
で訂正いたしました。
7月1日　40,000円　 テーブルBOX10,000円
　　　　　　　　　累　　計 50,000円
7月8日　27,000円　累　　計 77,000円

◇

ガバナー補佐総評

クラブ協議会クラブ協議会



あげます。
　私自身の不注意で怪我をし、交代式、7月1日
の大事な始まりの例会、クラブ協議会に出席で
きず、誠に申し訳ありませんでした。
心からお詫び申しあげます。
　前年度では、会員増強の難しさを一層に感じ
ます。円田 昭直前会長のご苦労が見えるところ
です。しかし、クラブ奉仕に力点を置いて、会
員相互を知り合う事を遂行されました。私も卓
話の中で、独特な多くの個性を発見しました。
前年度は円田 昭直前会長と理事、役員のおかげ
で「ほんわか」した楽しい一年であったと感じ
ました。
　本年度は創立65周年を迎える体制で、適材適
所の布陣をなされての運営と思います。大きな
山は、2月21日㈰の創立65周年記念式典と思わ
れます。皆様方一丸と成って、佐世保RCの良さ
を示してくださる事を期待します。
　ガバナー補佐としての少々なる提案ですが、
ラビンドランRI会長（スリランカ）の「世界への
プレゼント」を受けて、太田善久ガバナーは
「地域活性化のお手伝いを」の地区の方針とし
て、提唱されておられます。具体案として、太
田ガバナーは「人口減少への対策」を示されま
した。
　RCは地域で形成されたものであり、地域のこ
とを熟知している、又地域と共生している。地
域の将来を考えるなら、今からしっかりと人口
減少に対して小さな事柄でもいいから行動を起
こしてください。との太田ガバナーのお願いが
ございます。私も同じ思いで努力している一人
です。卓話か勉強会か小さな事からでも始めて
ほしいと思います。是非とも皆さんの力を合わ
せての「地域への奉仕」をお願いして、話を終
わりにさせていただきます。
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（今週の担当　大神　吉史）
（カメラ担当　吉田　英樹）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊7〜8月  例会卓話者予定＊

 7 月29日 新会員　長浜　陽介さん
 　東京海上日動火災保険㈱
 　長崎支店佐世保支社長

 8 月 5 日 県北振興局
 　次長　嶋田　孝弘 様

 8 月12日 指定休会日
 佐世保市福祉活動プラザ　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月2日㈬　17:00〜　
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月23日㈭　休 会
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

平成27年7月13日㈪
市内8RC会長幹事会、朝長則男 佐世保市長表敬訪問

例会日／平成27年7月15日㈬　17:00〜
　  西海学園IAC例会参加
顧  問：林田明治 先生　生徒7名出席
参加者：田中丸善弥 会長、坂本　敏 委員長、髙瀨宏滋 会員


