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です。
　委員長の皆様は改めて活動計画を確認し
ていただきたいと思います。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
　第5グループガバナー補佐
	 法師山眞人	さん
　佐世保東RAC　OB	 松尾純一郎	さん
○ビジター
　北松浦RC	 藤原　純廣	さん
	 永田　　章	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　	2019年8月のロータリーレートは、
　1ドル＝108円です。

2．地区米山記念奨学委員会
	 委員長　大家　和義	さん
　米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用の
お願い

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　昨日は台風8号が直撃するということで、
大変心配していましたが、幸い長崎県では
ほとんど被害もなく、安心しました。ただ
宮崎や大分では大雨が降り、亡くなった方
もいらしたようです。被害に遭われた方々
には心からお見舞い申しあげます。
　今週の話題はなんといっても全英女子オ
ープンで優勝した渋野日向子選手です。
　まだ20歳で昨年プロテストに合格したば
かりで、樋口久子さんが全米女子オープン
で優勝して以来、42年ぶりにメジャー大会
優勝という快挙を成し遂げました。
　テレビで見ていますと、プレー中はいつ
もスマイルを絶やさず、プレー中にお菓子
を頬張り、ホールとホールの間には、ギャ
ラリーの方々とハイタッチをするなど、今
までになかった愛らしいプレーヤーです。
私も大ファンになりました。女子プロゴル
フ界も、彼女をはじめ黄金世代の活躍で、
より盛り上がることだと思います。
　本日は2740地区第5グループガバナー補
佐 法師山眞人さんを迎えてのクラブ協議会
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クラブ協議会
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アモイ理科大学より来られています。
　その学生が、ハワイ短期留学した高校生
のお宅へホームステイされました。その時、
高校生がアモイの学生に英語で積極的に話
しかけたそうです。親御さんは、「今までの
子どもの性格からは、想像もつかない変貌
ぶりで、ハワイ短期留学で、こんなに変わ
るのかと、びっくりしました」と、私に話
されました。
　改めて、素晴らしい企画であったと再認
識いたしましたので、ニコニコします。

◇

ニコニコボックス	 本日合計	 　14,000 円
	 累　　計	 170,000 円

クラブ協議会
■2019-20年度 会長　木村　公康
　「クラブ現況、活動計画お
よび報告書」P7をご覧くださ
い。

◎委員会活動計画
　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。

■クラブ管理運営委員会
　　委員長　遠田　公夫

○親睦活動委員会
　（長）坂元　　崇　（副）谷川　辰巳
○出席・例会委員会
　（長）廣瀬　章博　（副）椎山　　昇
○プログラム委員会
　（長）平尾　幸一　（副）一瀬　伸彦

以下P24 ・25をご覧ください。

3．第7回 全国インターアクト研究会
	 実行委員長　河野　一郎	さん
　第7回 全国インターアクト研究会報告書
のダウンロード方法について

4．地区公共イメージ委員会
	 委員長　久保　泰正	さん
　My	Rotaryアカウント登録率一覧表及び
Rotary	Club	Central目標入力一覧表

5．地区幹事	 大石　竜基	さん
　事務所休業のお知らせ
　8月10日㈯〜8月18日㈰

6．2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

7．佐世保学園長	 青柳　秀直	さん
　第69回 社会を明るくする運動のお礼状

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　出端　隆治
第5グループガバナー補佐　法師山眞人	さん
北松浦RC　藤原　純廣	さん
　　　　　 永田　　章	さん
　50周年記念事業では、お世話になりまし
た。本日はよろしくお願いいたします。

木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、増本　一也	さん
古賀　　巖	さん、福田　金治	さん
福田　金吾	さん、中川　知之	さん
　第5グループガバナー補佐 法師山眞人さ
んのご来訪を歓迎してニコニコします。

平尾　幸一	さん
　ハワイ短期留学生に関する報告です。
　佐世保高専との夏休み中の交換留学生が、
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■奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　芹野　隆英

○職業奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）萩原多恵士
○社会奉仕委員会
　（長）坂本　　敏　（副）古賀　久貴
○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）中村　徳裕　（副）福田　金吾

以下P26 ・27をご覧ください。

■青少年奉仕委員会
　　委員長　大神　吉史

○ローターアクト委員会
　（長）安部　雅隆　（副）森　　勝之
○インターアクト・青少年活動委員会
　（長）池田　真秀　（副）富永　雅弘

以下P27 ・28をご覧ください。

■会員増強委員会
　　委員長　納所　佳民

○会員増強・職業分類委員会
　（長）草津　栄良　（副）吉田　英樹
○ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）増本　一也　（副）石井　正剛

以下P29 ・30をご覧ください。

■公共イメージ委員会
　　委員長　松尾　　貴

○クラブ会報・広報委員会
　（長）西田　勝彦　（副）北野　慎司
○雑誌委員会
　（長）筒井　和彦　（副）河原　忠徳

以下P30 ・31をご覧ください。

■ロータリー財団委員会
　　委員長　円田　浩司

○補助金委員会
　（長）松尾　慶一　（副）黒江　章雄
○資金推進・財団・米山委員会
　（長）黒木　政純　（副）溝口　尚則

以下P31 ・32をご覧ください。

ガバナー補佐総評

第5グループガバナー補佐

　法師山眞人	さん

　前年度の佐世保RCの福田パ

ストガバナーをはじめ、古賀

パスト会長並びに佐世保RCの皆さんのご苦

労に称賛を与えたいと思います。

　特に、古賀パスト会長におかれましては、

クラブの運営ということで、緊張と責任感

の中での１年間だったということが、「クラ

ブ現況、活動計画及び報告書」のなかに書

かれていましたが、この会長の言葉に非常

に感銘を受けました。

　古賀パスト会長の経歴については、詳細

に存じていませんが、JCの理事長もなさっ

ていましたし、21年間このクラブの事業に

携わっておられたということが、あのよう

な文章になって表れているのだと思ってい

ます。

　本年度の木村会長のクラブ運営方針は、

佐世保RCに21年間在籍された経験の重みと

人柄の良さによって、このような大きなク

ラブ、非常に力のあるクラブを和やかに包

まれて活動を推進されていることはありが

たいことだと思っています。
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クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司

　まず、ロータリー奉仕活動の基本は会員

相互の親睦と友情であり、例会を非常に重

要視して、クラブの内外の行事に参加し、

親しみと楽しさを持つクラブを作っていき

たいということを運営方針に掲げてありま

すが、これは、口で言うことはたやすいこ

とですが、推進することは非常に難しいこ

とです。しかし、頑張ってやっていかれる

ことだろうと思っています。

　次に、役員経験者の会員の皆さんの協力

を得て、若い会員の方にもクラブの運営を

理解していただき、クラブ運営に関与して

いく中で、若い会員を育てていきたいと運

営方針に掲げてあります。

　この二つは、これから皆さん方がプログ

ラムの中で、説明されていたことを実際に

実行するために必要なことだと思います。

会員の皆さんは、木村会長を盛り上げてこ

の1年間しっかりやっていただきたいと思い

ます。そうすることによって、各委員会の

活動も円滑にそして温かく進められるので

はないかと思っています。

　それから、千葉ガバナーの計画でクラブ

アンケートを行いました。

　第5グループで佐世保RCは、評価として

は2番目のBクラスということですが、評価

点でいうと78.7点という成績で非常に限り

なくAランクに近いということです。ガバナ

ー事務所で分析した結果は、当クラブは多

くの領域で良好な運営が行われており他の

クラブの模範となるクラブであると示され

ています。ただ、惜しむらくは一点、コミ

ュニケーション不足と一部の機能不全があ

るということです。この部分を皆様がこの1

年しっかり分析していただいて、クラブの

活動に向けていただければ何も言うことは

ないと思います。

（今週の担当：北野　慎司）
（カメラ担当：西田　勝彦）

＊2019年9月例会卓話者予定＊	
 4日　	新会員卓話　岸川　善紀	さん

　　　（㈱長崎新聞社

　　　佐世保支社　佐世保支社長）

11日　観月例会

18日　	新会員卓話　森　　勝之	さん

　　　（JR九州ハウステンボスホテル㈱

　　　代表取締役社長）

25日　	ながさき県政出前講座　生涯学習課　

県民学習推進班

　　　指導主事　山下　慶子	さん

＊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27日㈫　16：15〜

　会場／西海学園　図書室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
夏季休業期間のため休会

（次回開催時期は9月下旬の予定）

＊	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。


