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　という事で、ロータリーとしての今年度
も残すところ9日余りとなりました。今期の
活動を振り返る時期となりました。これか
らクラブ運営の総括を今回と次回の2週に渡
り、発表させて頂きます。各理事の方は1年
間の事業報告をどうぞ宜しくお願いしま
す。これにて会長挨拶といたします。

◯ロータリーソング「我らの生業」

	 幹事　芹野　隆英
佐世保市長	 朝長　則男	様
「空き缶回収キャンペーン」への参加につ
いて（お礼）

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　6月19日㈰、西海学園の珠
算大会に出席しました。第54
回目という事で立派な大会で
した。中には、中学生の男子
で暗算･珠算10段の生徒がい
ました。10段とは暗算で16桁の計算が出来
るという事で、私には何の事やらです。た
またま佐世保地区の会長が同級生の父親
で、隣の席でいろいろ教えてもらいました。

	 会長　田中丸善弥

　皆さん今日は。梅雨の真っ
只中です。湿度も高く熱中症
対策も必要な時季となりまし
た。スポーツドリンクなどに
よる水分補給を怠り無く、こ
の時季を乗り切りましょう。
　さて、4月10日〜5月15日アメリカ･イリノ
イ州シカゴでロータリー規定審議会が開催。
（これは3年に1度開催されるロータリーの
規定を審議する国際ロータリーRIの立法機
関で「制定案」と「決議案」の2種類が審議
されるそうです。）今回は大幅な改定が行わ
れ、中でも最も大きなものがロータリー会
員身分の規定の変更です。もろもろの条件
が全て消え「ロータリーは誰でも入れるよ
うになった」(＝？ロータリーは終わったと
の声もある）。クラブは善良さ、高潔さ、リ
ーダーシップを身をもって示し、職業上及
び地域社会でよい評判を受けており、地域
社会及び世界において奉仕する意欲のある
成人によって構成される…となりました。
（今回の多くの変更がなされたことについ
ては、ロータリーの友6月号をご参照くださ
い。）次年度は「ロータリークラブ細則」を
変更する訳ですが、クラブの将来の在り方
をじっくり見据えての変更が求められるよ
うです。
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際に「国のためになることを一つでもいい
から実現してほしい」という思いを託さ
れ、モンゴルのウランバートル市から日本
に高校から留学されました。その後千葉大
学、そして大学院までを米山奨学生として
過ごし、卒業後、日本の企業に一旦就職し
たものの、自分が受けた教育の原点である
高等専門学校（高専）を作ることを決意。母
国へ戻り、同じく米山奨学生であった新モ
ンゴル学園の理事長との出会いで創設され
たそうです。米山奨学金がなければ新モン
ゴル学園も、新モンゴル高専もなかったと
言っても過言ではありません。そして驚く
ことに、この方が最初に日本でお世話にな
った高専が佐世保高専だったそうです。
　このホームカミング制度で、このような
報告が聞けることを楽しみにしたいです
し、この米山奨学制度がいかに素晴らしい
制度かを再認識させられた内容でした。

	 囲碁将棋同好会　平尾　幸一
　6月18日㈯ニンジンクラブにおきまして、
2016-17年度	役員交代式記念囲碁将棋大会
を開催致しました。

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
○結婚記念月のお祝い
　上野　好章・恵美さん　	ご夫妻（11日）
　森　　信正・佳崇子さん	ご夫妻（15日）
　富永　雅弘・美智子さん	ご夫妻（18日）

　6月21日㈫、インターアクト例会に次年度
大委員長	古賀さん、小委員長	古賀さんと菅
沼さんと出席し、無事引き継ぎました。
　最後には思い
もよらぬ花束を
いただき、感激
いたしました。
最後にいい思い
出になりました。

■ローターアクト委員会	 委員長　山口　剛史
長崎国際大学RAC例会のご案内
　日時／6月23日㈭
　　　　19:00〜食事開始
　会場／長崎国際大学食堂

	 親睦活動委員会　池田　真秀
　みなさんこんにちは。3年
未満の会員が雑誌の時間を担
当するとのことでしたので、
小学校のころから読書感想文
が苦手な私が必死に『ロータ
リーの友』を熟読し、皆さんにお知らせし
たいと思います。
　今回の6月号を見ていてよかったなと感じ
ております。なぜなら今回は2016年度の規
定審議会が行われた内容が記載されていま
したが、規定審議会は3年に1度開催され、
RIの立法機関で「ロータリーの節目に立ち
会った」と言うほどの規定審議会で多くの
ことが変更になりました。内容については
先日幹事報告でありました通りですので、
詳しい内容は是非6月号をご覧ください。
　さて、皆さんホームカミング制度というも
のをご存知でしょうか？ホームカミング制度
とは、元米山奨学生が、奨学生時代にお世
話になった場所に戻ってくる制度（各地区
が毎年2名上限で、地区内のロータリーで、
その活躍ぶりを披露していただく）です。
　この方、ブロンさんは両親から留学する

慶　　　祝

囲碁・将棋同好会より

雑誌の時間
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選挙集会の為、反金子の中の卓話？となり
ました（北RC談）。少なくてホッとしました
が…お礼頂きましたので、一部ニコニコ致
します。

武井　洋一さん、加納洋二郎さん
筒井　和彦さん
　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。
------------------------------------------------
〔6月22日分〕
菅沼宏比古さん
　昨日、西海学園主催の西海珠算大会は、
無事に終了しました。協催いただきありが
とうございました。
　また、坂本委員長には、わざわざご出席
いただき、ありがとうございました。

森　　信正さん、富永　雅弘さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。

岡　　英樹さん
　誕生祝いありがとうございます。今日、6
月22日、77歳になりました。瀬戸内寂聴さ
んは、「老

お

いも病
やまい

も受け入れよう」という本
の中に『私たちには一人一人、仏さまに与
えられた「定

じょうみょう

命」があります。私たちは
「定命」がつきるまでは死ぬことができま
せん。いただいた命は大切にしましょう』
とありました。私はこれからもいただいた
命を大切にしながら、一日一日を精一杯、
楽しく生きていきたいと思っています。

芹野　隆英さん
　出席100％表彰ありがとうございました。

池田　真秀さん
　朗遊会に初出場し、35-37-72のパープレ
ーでベスグロ間違いないと思いニコニコしま
す。一緒にまわった坂本さん、古賀久貴さ
ん、励ましてくれてありがとうございます。

	 親睦活動委員会　田口　恵介
〔6月15日分〕
松浦RC　武部　勝海さん、山本　浩平さん
　次年度ガバナー補佐です。よろしくお願
い致します。（武部）
　5年前は大変お世話になりました。（山本）

北松浦RC　前田　治伸さん
　北松浦RCの前田でございます。貴クラブ
には初めてメークアップ致します。よろし
くお願い致します。

増本　一也	次年度会長
円田　浩司	次年度副会長
松尾　文隆	次年度幹事
大久保利博	次年度副幹事
山縣　義道さん
　2016〜2017年度	第5グループガバナー補
佐	武部勝海様、松浦RC	山本浩平様のご来
訪を歓迎致します。

田中丸善弥会長、黒木　政純さん
古賀　　巖さん、廣瀬　章博さん
中村　徳裕さん、遠田　公夫さん
梅村　良輔さん、石田　謙二さん
　竹口センター長の卓話に期待してニコニ
コします。

田中丸善保さん
　先日、旭日双光章の受章を致しました。
これも皆様方のご指導、ご支援のおかげで
す。心から感謝しております。

大久保利博さん
　先日、北RCにて卓話してきました。金子

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 6月15日合計	 30,000円
	 6月22日合計	 6,000円
	 累　　計	 945,000円

◇
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	 指揮　髙田　俊夫

「夏は来
き

ぬ」合唱	 作詞：佐佐木信綱
	 作曲：小山作之助

1896年5月、『新編教育唱歌集（第五集）』にて発表。
2007年、日本の歌百選に選出。ウツギ（卯の花）、ホ
トトギス、五月雨、田植えをする早乙女、タチバナ、
ホタル、クイナといった初夏を彩る風物を歌い込ん
でいる。

◎委員会活動報告
　詳細は、「クラブ現況、活動計画および報告
書」をご覧ください。

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　黒木　政純

◯親睦活動委員会
　（長）大久保利博　（副）大神　吉史

◯出席･例会委員会
　（長）古賀　　巖　（副）吉田　英樹

◯プログラム委員会
　（長）中村　徳裕　（副）松原　　健

-------------------------------------------------------------

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　遠田　公夫

◯職業奉仕委員会
　（長）平尾　幸一　（副）長島　　正

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月  例会卓話者予定＊	

７月６日	 武部勝海ガバナー補佐訪問
	 クラブ協議会

７月13日	 㟢永　剛ガバナー公式訪問

７月20日	 佐世保市博物館島瀬美術センター
	 　　　　　館長　安田　恭子	様

７月27日	 新会員	 徳川　晃尚さん
																㈱テレビ長崎　佐世保支社　支社長

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月5日㈫	（テスト期間の為）休会

日時／7月19日㈫　17:00〜	　予定
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14日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／7月28日㈭	（テスト期間の為）休会
＊	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。

（今週の担当：河原　忠徳）
（カメラ担当：圡井　弘志）

◯社会奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）小川信次郎

◯国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　（長）松尾　　貴　（副）池田　真秀

-------------------------------------------------------------

■青少年奉仕委員会
　　委員長　坂本　　敏

◯ローターアクト委員会
　（長）山口　剛史　（副）髙瀨　宏滋

◯インターアクト・青少年活動委員会
　（長）田中　信孝　（副）松尾　文隆

　

歌の時間

クラブ協議会クラブ協議会


