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努力に頭が下がる思いです。ファミリーツリーを
みて、佐世保RCを次へ繋いでゆくことの大切さ
を再認識しました。
　大村RC森本会長、太田幹事のご健勝ならびに
大村RCの益々のご発展を祈念して会長挨拶とし
ます。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
　大村RC	 会長　森本　英敏さん
	 幹事　太田　陽子さん
　有田RC	 岩尾　慶一さん
　佐世保南RC	 太田　博道さん

大村RC　第58代会長　森本　英敏さん
　皆様、こんにちは。7月1日を以って2017〜
2018年度の大村RC第58代会長をお引き受けい
たしました森本英敏でございます。となりにお
ります女性は幹事の太田陽子でございます。大
村RC初めての女性幹事です。本日は、二人で新
任のご挨拶にお邪魔いたしました。
　私ども大村RCは、昭和35年（1960年）2月23日
に貴クラブのスポンサーにより産声をあげまし
た。特別代表は田中丸善三郎氏、ガバナーは福
岡RCの中牟田喜兵衛氏であります。その当時
は、福岡県も含む地区のようでありました。
　発足当時のチャーターメンバーは21名です。
その内の１名が今も元気に活躍しておられる大
村北RCに転属されました佐古亮尊パストガバナ
ーです。2740地区第7グループからガバナー補
佐3名を輩出いたしております。因みに現在の
会員数は51名です。
　私のロータリー歴は、2007年（平成19年）に入会
させていただきました。2010年にSAA、2011年
には幹事で、2013年に社会奉仕で理事、そして昨

	 会長　富永　雅弘
　ロータリーの用語に「会員増
強」と「会員拡大」というものがあ
ります。会員増強とは、先週安部
会員が入会されたように、クラブ
会員が増えること、会員を増すた
めに情報を収集したり勧誘を行う
事など、クラブの規模を増強する事をいいます。
　一方、会員拡大とは、クラブの数を増す事で、
ある地域に新たにロータリークラブ（以下「RC」と
表記）を設立するために様々な支援活動を行う事
です。即ちクラブをRIの会員と見立ててクラブ
の数を拡大する事をいいます。
　RCの設立の支援を行ったクラブをスポンサー
クラブといいます。クラブを設立するのに、必ず
しもスポンサークラブが必要ではありませんが、
設立前後の手続きや運営がスムースに行くことか
ら、RIではスポンサークラブの支援の下に新しい
クラブを設立することを推奨しています。この会
員拡大の軌跡を表したのが、クラブのファミリー
ツリーです。佐世保RCがスポンサーとなって設
立したクラブは6クラブです。佐世保市内では、
佐世保南RC、佐世保西RCが当クラブをスポンサ
ーとして設立され、更に佐世保南RCを起点に市
内の5クラブが設立されていることが判ります。
　また、佐賀方面では佐賀RCが当クラブをスポ
ンサーとして設立され、その後、佐世保南RCが
スポンサーとなった、伊万里RC、更には伊万里
西RC以外の佐賀県内のすべてのクラブが、佐賀
RCを起点として設立されています。
　本日ご訪問の大村RCは、大村北RCの設立をス
ポンサークラブとして支援されています。この関
係を佐世保RCから見て、大村RCを「子クラ
ブ」、大村東RCを「孫クラブ」という事もありま
す。いずれにしましても、数多くのクラブの設立
に関わった先輩会員の皆様の会員拡大への情熱と
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■ローターアクト委員会	 安福　竜介
　7月13日㈭	 19時より、ホテルオ
ークラJRハウステンボスにおいて、
長崎国際大学RAC	第163回例会
に、当クラブより富永会長、池
田副幹事、坂本親睦活動委員
長、木村委員長と安福で出席し
て参りました。2017-18年度の新体制になってか
ら、第1回目の例会という事で、顧問の滝先生の
紹介を兼ねての卓話を行っていただきました。
　次回例会は8月10日㈭、シルバーボウルにてボ
ウリング例会の予定ですが、決まり次第改めて
ご案内します。出席をよろしくお願いします。

■インターアクト委員会	 委員長　有薗　良太
第2740地区本年度IA年次大会のご案内
　日時／平成29年7月29日㈯
　　　　点鐘10:00　終了17:00
　場所／有田ポーセリンパーク
　基調講演／「福祉のこころ」
　　西九州大学健康福祉学部
　　　滝口　真	教授　　
　	西海学園からは学生2名、顧問1名、ロータリ
アンは1名の参加予定です。

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
　去る7月17日(海の日)、鹿子前
の九十九島パールシーリゾートに
おきまして、ビーチクリーンアッ
プを行いました。会員出席12
名、天候に恵まれ、案外良い運
動になりました。お疲れさまで
した。ありがとうございました。

〔参加者12名〕
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事、増本　一也さん
米倉洋一郎さん、長富　正博さん、筒井　和彦さん
大神　吉史さん、廣瀬　章博さん、安福　竜介さん
福田　金吾さん、
（撮影に間に合わなかった会員）
古賀　　巖さん、坂本　　敏さん

年、会長エレクト、本年、丁度10年目の会長でご
ざいます。そのような訳でクラブは58年目を迎え
ます。また、今後60周年に向かう年度として、
「歴史と伝統を辿り、郷土に奉仕と愛を」のスロ
ーガンの下に、各理事の方と一緒に絶え間なくエ
ンジンを回転するように努力いたします。よろし
くご指導を賜りま
すようにお願い申
しあげまして、本
日の挨拶に代えさ
せていただきま
す。誠に有り難う
ございました。
※	紙面の都合上、ご本人様の私的略歴は省略させていた
だいております。

	 幹事　坂元　　崇
１．第2740地区2017-18年度ガバナーエレクト事務所経由
　　国際ロータリー会長	イアン･ライズリー氏より
　	サミュエルF.オオリ	国際ロータリー会長エレ
クト訃報（米国時間	2017年7月13日）

２．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Vol.208号」が届いてお
ります。

３．台南扶輪社	 会長　蔡　東崚（Global）さん
　九州北部豪雨お見舞状が届いております。

４．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　　　			地区幹事	 笠　　慶宣さん
　①スリランカ洪水被災義援金のお願い
　②北部九州集中豪雨被災義援金のお願い
　①、②とも義援金の送金を7月末に予定
　	各クラブの自主性にお任せします。決して強
請ではありません。

５．第2740地区ガバナー事務所
　事務所休業のお知らせ
　8月11日㈷〜8月15日㈫
　緊急連絡先／地区幹事	笠　慶宣	080-2793-6125

６．平戸RC
　「	クラブ現況と活動計画書・報告書」が届きました。

７．北松浦RC	 	幹事　横尾　成人さん
　「	クラブ現況と活動計画書・報告書」が届きました。

８．海上自衛隊佐世保地方総監	 海将　佐藤　誠	様
　佐世保音楽隊	演奏会ご案内
　　日時／平成29年9月23日㈯　14:00〜16:00
　　会場／アルカスSASEBO

９．第2740地区ガバナー事務所より
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

委員会報告

幹 事 報 告
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2016-2017年度	会計　井手　孝邦

会計報告
　	配付しております収支決算書を
　ご覧ください。

ロータリー情報･文献記録委員会
	 委員長　大神　邦明
情報･文献記録委員会の役目について
メンバー：委員長　　大神　邦明
　　　　副委員長　前田　恭宏
　　　　委　員　　円田　三郎
　　　　　　　　　松尾　文隆
１．	新入会員で入会される方へ
のオリエンテーションを行う。
基本的な規定、義務、仕組を説明する。

２．	新人会員の研修会での講師の方を選考の上
お願いする。

３．	クラブの定款、細則について改正等を行う。
４．	ロータリー3分間情報を奇数月の第3例会で
発表する。

	 出席・例会委員会　委員長　平尾　幸一
○永年会員表彰
　岡　　英樹さん（39年）
○出席100％表彰
　山下　尚登さん（20回）
　松尾　文隆さん（12回）
　溝口　尚則さん（12回）
　吉澤　俊介さん（6回）
　長浜　陽介さん（2回）
　木下　貴夫さん（1回）
　草津　栄良さん（1回）

	 親睦活動委員会　前田　恭宏
大村RC　森本　英敏会長、太田　陽子幹事
　本日は大変お世話になります。今年度大村
RC58代会長の森本です。同じく幹事の太田陽子
です。職業は老人福祉業とスナック業です。今
後ともよろしくご指導をお願いします。

有田RC　岩尾　慶一さん
　お世話になります。早退致します。失礼致し
ます。

佐世保南RC　太田　博道さん
　今年度もよろしくお願いします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事
　大村RC森本英敏会長、太田陽子幹事のご来訪
を歓迎して。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、大久保利博さん
円田　浩司さん、米倉洋一郎さん
木下　貴夫さん、増本　一也さん
佐々木秀也さん、納所　佳民さん
福田　金治さん、有薗　良太さん
德川　晃尚さん、平尾　幸一さん
松尾　　貴さん、高畑　和憲さん
廣瀬　章博さん、加納洋二郎さん
橘髙　克和さん、草津　栄良さん
芹野　隆英さん、古賀　　巖さん
石田　謙二さん、梅村　良輔さん
松尾　慶一さん
　松尾文隆直前幹事の卓話に期待してニコニコ
します。

井上　斉爾さん
　久し振りの卓話でしょうが、下書きも持たず
卓話をされたのは松尾さんが初めてではないか
と思っていました。イニシエーションスピーチだ
ったので出来たのですか？今は会報に原稿を渡
さなければなりませんので必要ですよ。お書き
ください。

松本　英介さん
　今だから言える幹事のウッフン話に期待して。

増本　一也さん、大久保利博さん
　今年も、三ヶ町商店街が主催致します「松浦
公園の夏祭り」が、8月4日㈮に開催されます。
　毎年、多くの皆さんにご協賛頂いていますが、
今年も1万円で7,000円分の食事券と花火交換券が
付いています。夏祭り当日は、テナントとして、
田中丸善保さんの栄食品、大久保利博さんのTプ

慶　　　祝

ロータリー３分間情報

その他の報告 ニコニコボックス
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ロジェクトにも出店して頂きます。ローターアク
トやインターアクトの学生達も手伝いにきてくれ
ます。彼らの活動費の一助にもなりますので、皆
様のご協力をよろしくお願いします。

松尾　文隆さん、木下　貴夫さん
草津　栄良さん
　永年在籍、並びに出席100％表彰ありがとう
ございます。

※	他にも沢山いただいておりますが、時間の都合上、
次回例会にて発表（５名分）させて頂きます。

『社内木鶏会』

　会員　松尾　文隆さん
　（㈱アコール　代表取締役社長）

　社内木鶏会の目的は「美点凝
視」、お互いがお互いの素晴らし
さを見つめ評価する。そして、お互いがお互い
の人間性を尊重しつつ共に成長することだと考
えています。（以下は一連のスケジュールと解説）
1．開会挨拶【司会】
　	起立。皆さん、おはようございます。（終業後
開催時は、お疲れ様です。）それでは、第○回
社内木鶏会を開催いたします。
　「よろしくお願いします」
　全員「よろしくお願いします」
　	明るく元気な挨拶・語先礼後（言葉先でお辞
儀後）全員が正面を向き挨拶
2．総リード朗読【司会】
　「それでは、総リードの輪読からはじめます。」
　	自主的に挙手か、持ち回りで指名する。

　【ここまで5分間】
3．�グループ別（3～4名）感想文発表及びフリー
トーク【30分間】

　	膝と膝が交わるくらい近いキレイな、くるま
座を作り、じゃんけんでチームリーダーを決め
る。インスピレーションでチーム名を決める。
　	リーダーから感想文を発表、時計回りで全員
が順番に発表者に対して美点凝視のコメント
を返す。全員が発表とコメントを終えたらフ
リートーク。

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：田中　信孝）
（カメラ担当：中川　知之）

＊8月  例会卓話者予定＊

８月２日	 会員卓話　中川　知之さん
	 (なかがわ歯科医院　理事長）

８月９日	 会員卓話　木下　貴夫さん
	 （西部ガス㈱　佐世保支店長）

８月16日	 指定休会日

８月23日	 佐世保市副市長	 山口　智久	様

８月30日	 English	Academy	Cultivate代表
	 	 中尾　李沙	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／8月 1 日㈫　17:00〜（夏休みにつき）休会

8月15日㈫　17:00〜（夏休みにつき）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／8月10日㈭　ボウリング例会〔予定〕
会場／早岐シルバーボウル

＊	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。

ニコニコボックス	 本日合計	 　47,000 円

	 累　　計	 180,000 円

◇

卓　　話

　※	フリートークは、討議討論・ディスカッション
ではない、お互いを知る事が目的

4．�推薦感想文発表【全体に対してグループ別で
推挙10分間】

　	推薦感想文発表のこの時間が一体感を感じる
醍醐味、まさに切磋琢磨の時間
　（一人一人発表の事前、事後で他の参加者は拍手）
　全員が発表し終えたとき、改めて拍手
5．チームリーダー発表【10分間】
　	リーダー発表は、各チームで話をした、まと
め・総括ではなくリーダー本人が感じた事、
気づいたことをスピーチする事が望ましい。
6．社長（責任者）総括【5分間】
　活性化のポイント
　◦感想文は、自分の心と向き合う時間にする。
　◦	美点凝視のコメントは自分の感じた事を伝
えるのではなく、相手の素晴らしいところ
を見つけ、褒める・認める感想・コメントに
徹する。

（	社内木鶏会の読書感想文は、月刊誌「致知」の
読書がベース）


