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世保高専のインターアクト設立予定の件や佐世
保南RCが今年度創立60週年を迎えることをお伝
えしました。
　最後に、職業奉仕を根幹となす私達のロータリ
ー活動が、市長の掲げている「地方創生」に少し
でもお役に立てればとの思いをお話して締めくく
らせて頂きました。その後テレビ佐世保の取材を
受け、これも大変緊張致しました。

7月8日㈮
　佐世保学園意見発表会に、青少年奉仕委員会 
古賀 巖委員長、大久保利博副幹事、ローターア
クト委員会 大神吉史委員長、玉野哲雄委員、イ
ンターアクト･青少年奉仕委員会 長浜陽介委員と
私の6名で出席してきました。当日は、佐世保
学園加藤学園長、長崎県更生保護女性会の
方々、院生、院生の保護者も含めて、200名近
い出席者がありました。6名の院生の発表者の中
から最優秀賞1名と優秀賞2名の表彰後、彼らに
「激励の言葉」を言って参りました。彼らの純
粋な気持ちが伝わる良い発表会でした。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　第2740地区ガバナー 㟢永　　剛さん
◯ゲスト
　ガバナー補佐 武部　勝海さん
　地区幹事 小林　純一さん

　長崎国際大学RAC 会長　仁
に た は ら

田原　汀
なぎさ

さん

 幹事　牟
む た

田真
ま い な

衣奈さん
◯ビジター
　長崎北RC 鈴木　茂之さん
　佐世保南RC 太田　博道さん

	 会長　増本　一也
　皆様こんにちは。鬱陶しい梅
雨空が続きますが、そんな天気
も一転、梅雨明け致しますと、
ギラギラと容赦なく照りつける
陽の光に、一気に夏本番です。
今年は、例年に比べ暑い夏にな
ると言われております。皆様には、体調管理に
十分お気を付けください。
　本日は、国際ロータリー第2740地区2016-
2017年度 㟢

さきなが

永　剛
つよし

ガバナーをお迎えしての、ガ
バナー公式訪問例会です。
　本日は、ジョン F. ジャームRI会長、及び国際
ロータリー第2740地区の本年度の運営方針を後
程ゆっくりとお話し頂きますので、皆様にはご
期待頂きたいと思います。
　又、第5グループガバナー補佐･松浦RC 武

た け べ

部勝
かつうみ

海
さんも、先週に引き続きご来訪頂いておりま
す。ありがとうございます。

〔報告事項〕
7月7日㈭
　市内8ロータリークラブ会長･幹事にて、朝長佐
世保市長を表敬訪問致しました。松尾幹事の心
配そうな視線を感じながら、8RCを代表して市
長への会長挨拶も無事終了しました。名誉会員
の市長には、佐世保RCは2018-2019年度ガバナ
ーノミニーに当クラブの福田金治さんが決定し
た事もご報告致しました。又、佐世保北RCの佐
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５．長崎RC	 	会長　本田　時夫さん
　　RYLA実行委員長	 木場　耕志さん
　 第37回RYLAお礼と当日のDVDが届きました。
　
６．大村RC
　「週報No.38-41」が届きました。
　
７．佐世保南RC	 	幹事　山口　嘉浩さん
　「 2016-17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。
　
８．佐世保北RC	 会長	藤井　良介さん
	 　幹事	宮㟢　有恒さん
　「  2016-17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。
　
９．第2740地区ローターアクトより
　「 ローターアクト通信 2016年4月号」が届きま

した。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 長浜　陽介
　平成28年7月8日㈮、佐世保学
園体育館に於いて『「社会を明る
くする運動」月間における意見発
表会』が開催されました。テーマ
は「伝えよう言葉で、つながろ
う心で、届けよう笑顔を」。
　我々、佐世保RCはその発表会の来賓として招
かれました。参加者は、増本会長、大久保副幹
事、古賀 青少年奉仕委員長、大神ローターアクト
委員長、玉野さん、長浜の計6名。約20名にの
ぼる入所者の中から6名が代表として各自が設
定したテーマにて発表。いずれも過去の過ちを
心から反省し、後悔し、未来に向かって「更生
するんだ！」と硬い意志が感じられるものでし
た。その発表者の中から優秀者を決め、増本会
長より「表彰状・記念品贈呈」そして「激励の
言葉」が贈られました。
　我々佐世保RCが、このような形で社会貢献し
ているんだ、とあらためて再認識できる光景で
した。

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
　長崎国際大学RAC	 会長　仁田原　汀さん
　初めての例会参加で緊張しています。明日の
例会のお知らせと、ローターアクトの報告をさ
せていただきます。

　佐世保中央RC 会長　山瀧　正久さん
 幹事　岡　　光正さん

 幹事　松尾　文隆
１．2016-17年度国際ロータリー会長
	 	ジョン･ジャームさん
　 新ロータリー年度へようこそ（Welcome to the 

new Rotary year）メッセージが届きました。

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 	理事長　小沢　一彦さん
　 2016年度上期普通寄付金の要請がきております。

３．	国際ロータリー日本事務局	クラブ･地区支援室
　[ RIJO-FAQ］2016年規定審議会の決定報告書

と補足資料のご案内
　◦決定報告書について
　◦ 決定報告書の補足資料　https://1drv.ms/f/

s!Am5vZ-rEzAfog0xTbrFy1nTBｓEfC
　◦反対表明について
　　 　決定報告書末尾のページにある立法案反

対表明書式を2016年8月15日迄にご提出頂
くことで、採決された制定案にクラブとし
て反対意思を表明することが出来ます。

　送り先は米国本部内の規定審議会業務課、メー
ルアドレスは〈Council_Services@rotary.org〉です。

（※CouncilとServicesの間はスペースではなくアンダースコア）

４．第2580地区ガバナー	 上
こうやま

山　昭
あきはる

治さん経由
　　前GPFR会長		 石井　良昌さん
	 （2680地区PG）
（�Go�Playing�Fellowship�of�Rotarians�ロータリー
囲碁同好会日本支部）
　　日本支部長	 新藤　信之さん（2750地区PG）
　　大会幹事	 太田　清文さん（東京RC）

「第15回 ロータリー全国囲碁大会」のご案内
　日時／2016年10月15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（東京･市ヶ谷）
　　　　６階対局場
　主催／ロータリー囲碁同好会日本支部
　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）　　
　申し込み締め切り日は10月6日㈭
　HP　http://www.gpfr.jp

委員会報告

幹 事 報 告
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第14回例会のお知らせ
　日時／平成28年7月14日㈭　

19:00食事開始　19:30点鐘　20:30閉会
　講話／「 キム･べクソプさんによる韓国語講座

（初級）」

　現在の会員状況につ
いて説明させていただ
きます。会員は20名

（ 男 性 7 名 、 女 性 1 3
名）、休会者2 名とな
っています。
　お手元に、活動計画
を配布させていただきました。この活動計画で
今後活動をしていきたいと思います。10月13
日、12月21日、2月18日の例会にはどうかご参加
をよろしくお願いします。私たちが活動できて
いるのは、ロータリーの方々のおかげなので、
どうかニコニコの方もよろしくお願いします。

 親睦活動委員会　西田　勝彦
○今月の誕生祝い
　松本　英介さん（1日）
　田中丸善弥さん（4日）
　中村　徳裕さん（6日）
　松本　淳也さん（10日）
　德川　晃尚さん（16日）
　廣瀬　章博さん（17日）
　上野　好章さん（26日）
　木村　公康さん（27日）
　池田　真秀さん（28日）

 出席・例会委員会　委員長　坂本　　敏
◯2015-16年度ホームクラブ出席100％表彰
　髙田　俊夫さん
　米倉洋一郎さん
　坂元　　崇さん

　

 親睦活動委員会　松本　淳也
国際ロータリー第2740地区ガバナー
㟢永　　剛さん
　公式訪問、お世話になります。

佐世保南RC　太田　博道さん
　増本様、皆様、今年度もよろしくお願いしま
す。

佐世保中央RC
会長		山瀧　正久さん、幹事		岡　　光正さん
　増本会長、松尾幹事、１年間お世話になりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

増本　一也	会長、松尾　文隆	幹事
大久保利博	副幹事、福田　金治さん
橘髙　克和さん、玉野　哲雄さん
安部　直樹さん
　㟢永　剛ガバナーご来訪を歓迎し、ニコニコ
します。
直前会長　田中丸善弥さん
　仁田原会長、牟田幹事さんいらっしゃい。メ
ンバー拡大頑張って楽しい一年を！

松本　英介さん、田中丸善弥さん
松本　淳也さん、木村　公康さん
中村　徳裕さん
　誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 　21,000 円

 累　　計 88,000 円

◇
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ロータリー財団年次寄付は、
　◦ 一人、平均150ドル/年
米山記念奨学会寄付は、
　◦ 一人平均16,000円/年
です。 
　これは、米山記念奨学会寄付目標以外は、会
長賞の項目に入っています。そして、私たちの
年度に何としても、ポリオをゼロにしよう！そ
れが、ロータリー財団100周年を最大に祝うこ
とだという意味も込められています。いい機会
です。言われたけん、出さんばしょうがなか！
という前に、どうして出さんばかをみんなで大
いに議論し、納得し、可能な限り実行していた
だきたいと思います。なお、ロータリーの友４
月号に、RI会長賞
についてわかりや
すく掲載されてい
ますので、参考に
してください。
　一年間、どうぞ
よろしくお願いい
たします。

『地区に奉仕するロータリー』
　国際ロータリー第2740地区
　2016-17年度ガバナー
　　　㟢永　　剛さん
 
　今年度のRI会長のテーマは、「人類に奉仕する
ロータリー」です。私はこれをどう身近にお伝
えできるかと思い、地区運営方針を「地区に奉
仕するロータリー」としました。この「地区」
は、「地域」とお考えください。
　また、今年度は、財団創立100周年に当たり
ます。皆様方に、地区の寄付目標をお願いして
おりますが、その他にも、財団創立100周年に
関してご協力をお願いすることが予想されま
す。例えば、各クラブで社会奉仕活動をされて
いると思いますが、その活動に財団創立100周
年記念○○○○と財団創立100周年という冠名
をつけていただきたいのです。今年度は、財団
創立100周年の節目であることを充分に認識し
てください。
　それから、「職業奉仕」をあえて「職業サービ
ス」と言わせていただきますが、基本理念「４
つのテスト」のもとにロータリアンとして、
「誇り」をもって、地区に貢献しようと掲げま
した。異なった業種の皆様が集まり、例会の出
席を通じて親睦を深め、自己を高め、そして
各々の職業の中身をより濃いものにしていくこ
とと思っています。
　４月に東京で開催されました「会員基盤向上
セミナー」で、いい話を伺ったのでお伝えしま
す。ロータリーに入会を勧めるとき、10秒でロ
ータリーを説明してくれと言われたら、どう話
しますか？ 講師の方の答えはこうです。
「我を磨き、事業を磨くロータリアン。そし
て、地域と世界で奉仕するロータリー」
　わかりやすい説明です。みなさん、どうぞこ
れを下敷きにして、自分の言葉で会員増強に努
めてもらいたいと思います。
　今年度、地区の具体的な数値目標として、
会員増強は、
　◦ 会員50名未満のクラブにおいては、純増１

名以上。
　◦ 会員50名以上のクラブにおいては、純増２

名以上。

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊7〜8月  例会卓話者予定＊ 

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

８月３日 佐世保市企業立地推進局長
  豊原　　稔 様

８月10日 指定休会日

８月17日 久留米大学  法学部  教授
 　　　　　 児玉　昌己 様

＊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19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：石田　謙二）
（カメラ担当：松本　淳也）

卓　　話


