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いと思います。

　本日の卓話は、地区ロータリー財団委員会　

委員長　岡村康司さんで、「ロータリー財団の基

礎知識」です。よろしくお願いします。

例 会 記 録

◯ロータリーソング「我等の生業」

◯卓話者

　地区ロータリー財団委員会

	 委員長　岡村　康司	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．塩澤　洵子	さん
　2013-14年度ガバナー 塩澤恒雄様ご夫人
　ご会葬のお礼状

2．第7回　日台ロータリー親善会議
　福岡大会のご案内

　開催日／2020年3月6日㈮

　開催場所／ホテルニューオータニ博多

　お申し込み方法／事務局にご連絡ください

　登録締切日／2019年11月29日㈮

　登録料／会員 22,000円　ご家族 10,000円

3．2019-2020年度ガバナー　千葉　憲哉	さん
　①	RI国際大会は、2020年6月6日〜10日、ハワイ

ホノルル地区独自のツアーは断念の通達

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　11月8日㈮、9日㈯と諫早で行われました、第

2740地区、地区大会に出席しました。

　8日㈮、ホテルセンリュウにて歓迎晩餐会、9

日㈯は諫早文化会館を会場にして本会議、その

後、ケント・ギルバート氏の記念講演会が行わ

れました。

　ケント・ギルバートさんは19歳で初来日、そ

の後、カリフォルニア州弁護士資格を取得、テ

レビ番組にも多数出演され、人気タレントとし

て有名な方です。また、数十冊もの本を執筆され、

日本人の魂をもった外国人だと思います。

　憲法改正の必要性に触れるなど、大変面白い

講演会でした。

　その後、本会議二部におきまして、昨年度、

福田ガバナーの時に行われましたハワイの短期

留学の報告会があり、そのプログラムに参加し

た安部雅隆会員と聖和女子学院高等学校の田口	

莉
り

麻
お

さんが発表されました。

　素晴らしい報告で会場のロータリアンも皆、

感心していました。

　佐世保RCは全員登録をしていただきました

が、当日は14名の参加でした。

　一方で、佐世保北RCでは30名の参加がありま

した。ロータリー賞、会長特別賞を受賞された

からでした。

　会員が今季4名増で40名の大台に戻ったそう

です。我がクラブも会員拡大を目指していきた

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 11 13 3,377 18

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 50 名・欠席 29 名・ビジター 0 名・出席率 63.29 ％

《10月30日》会員数 79 名（出席免除会員 24 名）・出席 58 名・欠席 21 名・メークアップ 13 名・修正出席率 100.00 ％
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　②2740地区ホームページ更新のお知らせ

4．2019-2020年度ガバナー　千葉　憲哉	さん
　地区大会実行委員長　　　池田　榮雄	さん
　地区大会　ご出席・ご協力のお礼

5．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 236号　発行

朗遊会より
	 幹事　坂元　　崇
　11月17日㈰ソロプチミスト佐

世保パール主催の第2回朗遊会

が、佐世保カントリー倶楽部石

盛岳ゴルフコースで開催されま

す。全21名の出席をいただいて

おります。

　皆様の会社、またはご自宅の方へ、スタート

時刻、組合せ表が届いていると思いますが、何

かご不明の点がございましたら、米倉さんか坂

元までご連絡ください。

その他の報告
地区大会報告	 福田　金吾
　9日㈯に行われました国際ロー

タリー第2740地区 2019-20年度

地区大会をTiffanyの様子とあわ

せてご報告いたします。

　大会を通した感想は、RI会長

代理を呼ばない、パネルディスカッションの導

入、青少年や来賓の紹介方法の変化など、千葉

ガバナーの「チャレンジしよう！」の地区運営

方針に基づいた大会であったように思います。

　第1部では、4名の他地区ガバナーをパネリス

トとして迎え、先日千葉ガバナーが行われたア

ンケートの結果を受けた、クラブ活性化の方法

などについて意見が交わされました。また、1部

の最後には弁護士でタレントのケント・ギルバ

ート氏による「素晴らしい国・日本に告ぐ」の

演目で記念講演がございました。

　第2部の冒頭、実はまだまだ終わっていなかっ

たハワイ短期留学プログラムの報告を、安部副

委員長と聖和女子学院の田口莉麻さんがされま

した。さすが佐世保RCというクオリティで持ち

時間15分きっちりにて発表していただきました。

報告の様子はビデオ撮影いたしましたので、機

会があればご披露したいと思います。

　そして2部終盤では、各種表彰のプレゼンター

を福田金治直前ガバナーが務められ、本会議が

終了となりました。これにて、ハワイ委員会も

含めまして一昨年から続いてきた佐世保ロータ

リークラブが携わる地区大会も、ようやく一つ

の区切りがついたように感じられました。

　来年は花島ガバナーエレクトのもと、鹿島に

て地区大会が開催されます。今年は、当クラブ

からの参加者が大変寂しい状態になっておりま

したので、来年はぜひとも多くの会員で参加で

きれば幸いです。

　最後に、Tiffanyの当日の動向ですが、本会議

に先立ち、「青少年のつどい」に参加をいたしま

した。こちらは茶道を通して、日本の文化に触

れるという内容でございました。本会議では来

賓紹介のお手伝いをしたあとに、米山奨学生の

皆さんと雲仙に行き、仁田峠やロープウェイ、

小浜の足湯などを楽しみました。

慶　　　　祝

	 親睦活動委員会　松本　祐明
○今月の誕生祝い
　井上　斉爾	さん（ 3日）、福田　金治	さん（ 4日）

　草津　栄良	さん（ 7日）、髙田　俊夫	さん（18日）

　松尾　文隆	さん（22日）
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ニコニコボックス

	 親睦活動委員会　坂根　　毅
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、福田　金治	さん
平尾　幸一	さん、黒木　政純	さん
円田　浩司	さん
　地区ロータリー財団委員会　岡村康司さんの

卓話に期待してニコニコいたします。

増本　一也	さん、古賀　　巖	さん
　財団委員長　岡村さんの卓話にニコニコしま

す。昨年度は大変お世話になりました。

　ありがとうございました。

納所　佳民	さん
　久し振りに出席します。

　今週は月曜日、北RC、火曜日は西RCとメー

クアップをしております。また、会長からもご

挨拶の中で言われたように、会員増強を行って

いかなければなりません。皆様方からの情報を

お願いいたします。

平尾　幸一	さん
　出張で不在にしていましたので、遅くなりま

したが、10月の誕生祝いありがとうございまし

た。

井上　斉爾	さん、福田　金治	さん
草津　栄良	さん、髙田　俊夫	さん
松尾　文隆	さん
　誕生祝いをしていただき、ありがとうござい

ます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　16,000 円

	 累　　計	 419,000 円

卓　　　　話

『ロータリー財団の基礎知識』
地区ロータリー財団委員会
委員長　岡村　康司	さん

　ロータリー財団について、次
のような内容を盛り込んだ卓話
をしていただきました。
─卓話要旨─
◦	補助金は最大限利用し、クラ
ブを活性化

◦	プロジェクトの資金源の寄付増進を図る
◦	積極的な奉仕活動による公共イメージの向上
◦	公正で公平な補助金の使用の推進
◦	クラブ目線での財団委員会の親切な対応

＊2019年11月例会卓話者予定＊	
27日　映画例会のため卓話は予定していません。

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月3日㈫　16：20〜	
会場／西海学園　図書館

日時／12月7日㈯　11：30〜13：00
場所／島瀬公園前（歳末助け合い街頭募金）

日時／12月14日㈯　14：00〜15：30
場所／島瀬公園前（佐世保市交通遺児救済募金）

日時／12月17日㈫　16：20〜
会場／西海学園　図書館

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月27日㈬　18：30〜
会場／シネマボックス太陽（映画例会）

＊	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。
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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 ・ 陣内　純英

（今週の担当：西田　勝彦、カメラ担当：福田　金吾［例会・研修会・懇親会］）

新会員研修会及び歓迎懇親会
　　　日時／2019年11月13日㈬　研修会16:00〜18:20 歓迎懇親会18:30〜20:00
　　　会場／レオプラザホテル佐世保

【新会員　受講者】
〔２回目〕

　安部　雅隆、谷川　辰巳、北野　慎司

　小村　英司

〔１回目〕

　前田　隆夫、陣内　純英、森　　勝之

　松本　祐明、岸川　善紀、坂根　　毅

　小石原健二、浦　　義浩
福田　金治
直前ガバナー

会長挨拶
木村　公康 会長

新会員　研修感想発表

閉会の言葉（一丁締め）
加納洋二郎
会長エレクト

平尾　幸一
プログラム委員長

歓迎の言葉、乾杯
遠田　公夫
パスト会長

司会
坂元　　崇

親睦活動委員会委員長

加納洋二郎
会長エレクト

司会
増本　一也

R情報・文献記録
委員会　委員長

閉会のあいさつ
納所　佳民

会員増強委員長

講師を務めていただいた方々

研修会の様子
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2019-2020

地区大会
日時／2019年11月9日㈯ 12:00〜
会場／諫早文化会館

青少年の集い（10：00～11：30）

来賓紹介及び参加クラブ紹介

ハワイ報告会
（ハワイ短期留学委員会 副委員長 安部雅隆　聖和女子学院高等学校 田口莉麻）

直前ガバナーへの記念品贈呈

各種表彰
（プレゼンター

直前ガバナー福田金治）

永年会員表彰

田中丸善保会員

永年会員表彰

円田三郎会員


