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７．ラホヤRC創立70周年祝賀会訪問について
８．クラブバナー作成について
９．例会場TV処分について
10．�12月21日㈬・2017年1月例会プログラム

について
11．創立66周年記念例会について
　　日時／平成29年2月22日㈬　18:30
　　会場／アイトワ
12．事務局年末年始休みについて
　　【2016年12月29日㈭〜2017年1月4日㈬】
13．第7回理事会日程について
14．その他

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　曹洞宗青眼寺�住職
　宗教教誨師� 水町　宗典�様
◯ゲスト
　長崎国際大学RAC� 会長　仁田原　汀さん
� 幹事　牟田真衣奈さん
� 小田　香純さん、松永　優衣さん
◯ビジター
　ハウステンボス佐世保RC� 川㟢　伸一さん

� 幹事　松尾　文隆
１．ガバナー　	 㟢永　　剛さん
　　地区青少年奉仕統括委員会
	 	委員長　奥村　　豊さん

	 会長　増本　一也
　本日は、「年次総会」です。
2018年〜2019年度の会長ノミ
ニーが決定します。そして、
富永次期会長より、次年度の役
員･理事･監事も発表されます。
皆さん、後程よろしくお願いし
ます。
　今月は、「疾病予防と治療月間」です。イン
フルエンザの予防注射は、お済みでしょう
か。以前の12月の強化月間は、「家族月間」
となっていました。何故、変わったのかは、
よく分かりませんが、いちばん身近な家族の
幸せを望むのは、当然のことです。その家族
の幸せへのキーワードは、夫婦円満です。そ
の夫婦円満である事をロータリアン同士で確
かめあう事は大切です。
　その様な理由で、是非、12月17日㈯の忘年
家族会には、ご夫婦、ご家族連れで、多数ご
出席頂きます様お願い申しあげます。

　本日の11時より第6回理事会を行いました
ので、ご報告致します。
１．第５回理事会議事録確認について
２．クラブ協議会について：
　　①2017年1月11日㈬　②1月18日㈬
３．髙瀨宏滋会員退会届の提出について
４．新会員研修会の決算について
　　＊ほぼ、予算案通りになり承認されました。
５．忘年家族会の準備及び出席状況について
６．長寿祈願祭並びに祝賀会について
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■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕
「忘年家族会のご案内」
　12月17日㈯� 18時30分より、
佐世保玉屋7階文化ホールにお
いて、忘年家族会を開催しま
す。楽しい企画をご用意してお
ります。現在のところ出席予定数はご招待者
も含めて109名になっております。これからで
も追加可能ですので、是非、ご家族お誘いあ
わせの上、ご参加くださいますよう、あらた
めてご案内申しあげます。

■青少年奉仕委員会	 委員長　古賀　　巖
インターアクト歳末助け合い
街頭募金報告
　12月3日㈯と4日㈰の11時30
分から13時まで、四ヶ町レイン
ボーアーケード佐世保ロータリー
クラブの桜の前で街頭募金を行いました。

出席者／�12/3：生徒10名+先生1名、増本一也
会長、古賀久貴委員長、山口剛史さ
ん、筒井和彦さん、古賀　巖さん、
山田たか子さん

　　　　�12/4：生徒19名+先生3名　増本一也
会長、古賀　巖さん、山田たか子さん

募金額／12/3：52,370円　12/4：50,914円
　　　　合計�103,284円
12月8日㈭�16:30に長崎新聞社に持参予定。

　地区インターアクト委員会
	 	委員長　松田　洋一さん
　�2016〜2017年度インターアクト後期指導者
研修会のご案内
　　日時／2017年1月28日㈯　13:00〜16:05
　　会場／東彼杵町総合会館�大会議室
　　�クラブ出席対象者／高校IAC顧問教諭、
提唱RC青少年IA委員長及び委員、ロータ
ーアクター、インターアクター

２．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　ガバナーエレクト	 駒井　英基さん
　　ロータリー財団委員長	 西川　義文さん
　　補助金委員長	 隅　　康二さん
　補助金管理セミナーのご案内
　日時／2017年1月29日㈰
　　　　12:30受付��13:00開会��16:30終了予定
　会場／長崎県央農協大村中央支店３階会議室
　�クラブ出席対象者／①クラブ会長エレクト
（2017-18年度）、②次年度幹事（2017-18年
度）、③クラブ会長ノミニー（2018-19年度）、
④今年度クラブR財団関係委員長･理事
（2016-17年度）

３．2016-17年度	ガバナー事務所
　⑴�月信の会員数･出席報告7月1日女性会員数

に誤りがありお詫びと差し替えのお願い
　　　�月信11月号（VOL.5）掲載の� 2016年8月

会員数･出席報告　(P.20)
　　�　�月信12月号（VOL.6）掲載の� 2016年9月

会員数･出席報告　(P.16)
　
　⑵�地区のホームページから下記①〜④の資
料をダウンロード掲載のお知らせ

　　①国際ロータリー細則
　　②国際ロータリー定款
　　③推奨ロータリークラブ細則
　　④標準ロータリークラブ定款
　　⑤�アトランタ国際大会（こちらはもうし

ばらくお待ちください。）

４．長崎国際大学RAC		会長　仁田原　汀さん
　　クリスマス例会の時間変更のお知らせ
　　12月21日㈬　点鐘19:00�→�18:30

委員会報告
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■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
　こんにちは。長崎国際大学RAC会長の仁田
原です。本日は、参加させていただき、あり
がとうございます。
　今日は日頃の活動報告とクリスマス例会の
案内をさせていただくために来ました。最初
に簡単に、国際大RACについて報告させてい
ただきます。現在、男性7名、女性8名（うち休
会5名）で活動しています。今日も、増本様か
らのお声かけで、きらきらフェスティバルの
お手伝いをさせていただきます。また今月の
21日㈬にホテルオークラJRハウステンボスで
クリスマス例会（18:30〜点鐘）をします。
　最後に、本日一番伝えたい事なのですが、
クリスマス例会へご参加の際には、プレゼン
ト持参をお願いします。プログラムの中にプ
レゼント交換がありますので、よろしくお願
いします。メンバーの中には未成年者もいま
すので、お酒の
方は今回はなし
ということでお
願いします。ロ
ータリーのみな
さまのご参加を
お待ちしており
ます。

� 親睦活動委員会　星　　　裕
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
福田　金治さん、井上　斉爾さん
石田　謙二さん、西村　一芳さん
　佐世保学園教誨師、青眼寺住職�水町宗典様
の卓話に期待してニコニコします。
　
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事
　長崎国際大学ローターアクトクラブからの
ご来訪を歓迎してニコニコします。
　
松尾　文隆幹事、大久保利博副幹事
　ハウステンボスRC�川㟢伸一さんのご来訪を
歓迎致します。

円田　浩司副会長
　結婚記念祝い、ありがとうございました。

■2018年-2019年度	会長ノミニー	 古賀　　巖
　2018-2019年度会長ノミニー
として承認いただきありがとう
ございました。ご指導･ご鞭
撻、ご協力をよろしくお願い致
します。

　次期理事会紹介

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計�　12,000 円

� 累　　計� 538,000 円

◇

年 次 総 会

2017-2018年度 佐世保ロータリークラブ
 役員・理事及び監事

会　　長� 富永　雅弘
直前会長� 増本　一也
次期会長� 古賀　　巖
副会長� 中村　徳裕
幹　　事� 坂元　　崇
会　　計� 井手　孝邦
会場監督� 米倉洋一郎

理事� 田中丸善弥
理事（クラブ奉仕・管理運営委員会委員長）� 円田　浩司
理事（R奉仕プロジェクト委員会委員長）� 大神　吉史
理事（青少年奉仕委員会委員長）� 西村　一芳
理事（会員増強委員会委員長）� 納所　佳民
理事（クラブ広報委員会委員長）� 吉田　英樹
理事（ロータリー財団委員会委員長）� 芹野　隆英
理事（親睦活動委員会委員長）� 坂本　　敏
理事（副幹事）� 池田　真秀

監事� 中島　祥一
監事� 円田　　昭
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＊12〜1月  例会卓話者予定＊�

12月21日� �新会員　井口　東郎さん
� （佐世保共済病院　院長）
12月28日� �指定休会日
１月11日� �クラブ協議会
１月18日� クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月20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／12月21日㈬　18:30〜��クリスマス例会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
�
＊�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。

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

（今週の担当：松尾　　貴）
（カメラ担当：石田　謙二）

卓　　話

『宗教教誨師の活動について』
　　（篤志面接委員活動）

　曹洞宗青眼寺 住職
　宗教教誨師　水町　宗典	様

　教誨とは教え諭すことでありますが、刑務
所・拘置所・少年院等の被収容者の方たちに対
して行う、徳性の育成を目的とする教育活動
をいい、宗教教誨に限らないのであります。
しかし乍ら、宗教教誨師は各宗教、各教宗派
の教義に基づき人間性の回復を図る働きかけ
を行うのでございます。更に申しますと「人
としての命のあり様」「心を耕す」という大切
な役目・配役であります。
　刑務所（行刑施設）、少年院（更生施設）等の
矯正施設からの要請を受け、ボランティアと
して行う民間の宗教家が教誨師でございま
す。民間の篤志宗教家が彼らの宗教的欲求に
応え、且つ、改善更生を促し社会復帰を図る
こと、更に再犯をさせないという目的に、各
宗教各派の教えに基づき面接指導を行い、矯
正教育の一翼を担う活動を致しております。
　また、教誨実施の様式は集合教誨＝グルー
プ教誨＝同一宗派の希望者のグループに対し
行います。1．個人教誨＝特定の教宗派の希望
者に対し面接指導を行う。2．忌日・葬喪教誨
＝施設内での死亡者に、また両親家族の葬儀
供養等に立ち会えなかった被収容者に対する
葬儀供養を務め、法話教誨を致します。加え
て、刑務所は宗教的儀式の大祓い・お彼岸会
法要・お盆法要・クリスマス会等も行っていま
す。佐世保刑務所へは年間に40回を超える教

誨を実施。佐世保学園の場合、対象者が未成
年でありますので、道徳講話という形で「家
族愛・思いやり・礼儀」をテーマに一寮、二寮
に分かれて、毎月１回学園担当の教誨師が順
転にて行っています。
　この教誨師活動にて被収容者が自分の命の
大切さに気づき、再犯をしない生き方に目覚
めてくださることを祈りながら、且つ、ロー
タリークラブの会員皆様方のご健勝ご活躍を
念じ、一層のご支援ご協力をお願い申しあげ
る次第でございます。
　ありがとうございました。� 合掌��

次期 役員・理事・監事の方々


