
第1040回　平成24年10月18日号

本日の出席率８０.９５％：会員数４２名・出席３２名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３５名・メークアップ５名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは、 本日は２０１２

年度－２０１３年度国際ロータリー

第２７４０地区　福元裕二ガバナー

公式訪問例会です。

　遠路ご訪問いただきました福元 

裕二地区ガバナー、 山口二郎第

６グループガバナー補佐、 吉田 

裕一郎地区副幹事、 ご来訪誠にありがとうございます。

　先週は姉妹クラブ韓国釜山蓮山ロータリークラブ、 来賓の方を

迎えての佐世保中央ロータリークラブ創立２２周年記念式典 ・ 懇

親会が盛会に無事終了いたしました。 式典 ・ 懇親会などの準

備をして頂いた、ＳＡＡ・ 親睦活動委員会 ・国際奉仕委員会 ・

そして会員の皆様に感謝いたします。翌日の釜山蓮山ロータリー

クラブとの日田観光につきあって頂いた会員の方々、 また見送り

に来て頂いた会員の方々有難うございました。 日田での鵜飼い

に釜山蓮山ロータリークラブメンバーも大変喜んでおりました。

　１０月１４に開催された中央会ゴルフコンペにおきまして、 ハウ

ステンボス１３番ショートホールでピンそば３センチ、 あと一転び

でホールインワンとなるところでした。 ホールインワン達成を逃さ

れました長富会員、 誠に残念でした。 私と致しましては、 その

夜の大宴会と大口のニコニコを逃したのが悔しくてなりません。

何が起こるか分からないのがゴルフですので、 長富会員には西

村会長エレクトの会社のゴルフ保険にご加入することをお勧めし

ます。

　また、 １０月１４日は 「鉄道の日」 でもありました。 「○○鉄道」

という会社のロゴマークの鉄という字の旁は失うという字の 「失」

ではなく弓矢の 「矢」 と書いてあるところが多いそうです。ＪＲ各

社のロゴを見ると実際には存在しない 「文字」 が使用されていま

す。 それはなぜかと言いますと、ＪＲ東日本の広報の方に聞いた

ところ、 国鉄時代に赤字で苦労したので、 お金を失わないこの

字にしたそうです。 最近では、 輸出産業が不振で全国的な不

景気になるのではないかと心配されております。 我々の会社も

赤字をださない健全な経営をしていきたいと思います。

１．例会変更
　   佐世保南ロータリークラブ

１０月１９日 （火） １２：３０→１８：００～

　シネマボックス太陽　従業員招待例会のため

　　 佐世保東ロータリークラブ
１１月１５日 （木） １２：３０→１１月１１日 （日） １１：００～　

市瀬農園　芋掘り蜜柑狩り家族例会のため

　　　１１月２２日 （木）　休会　定款第６条第１節により

　　 有田ロータリークラブ
　　　　１１月２０日 （火） １２：２０～

　　　　泉山石場組合事務所　植樹周辺清掃のため

　　　　１２月１８日 （火）→１２月１９日 （水） １８：３０～

　　　　ハウステンボス　ホテルヨーロッパ　

　　　　クリスマス親睦家族会のため

２．来　　信
・米海軍佐世保基地司令官　チャールズｗ・ロック大佐
   創立記念例会のお礼

・聖和女子学院中学校高等学校　校長 真下 和枝様
　「第３１回チャリティーコンサート聖和音楽のつどい」 のご案内

　日時　１０月２７日 （土） １４時　

　場所　アルカスＳＡＳＥＢＯ

・国際ロータリー
　ザ ・ ロータリアン　１０月号

・佐世保西ロータリークラブ
　クラブ現況及び活動計画書 ・ 前年度活動実績報告書

・佐世保北ロータリークラブ
　第５回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会のご案内

　日時　１１月２２日 （木）　１８：３０～

　場所　グランドファーストイン佐世保

３．伝達・通知
　特にありません。

釜山蓮山ロータリークラブ　　　　　　　　　　朴　玄順様
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福元裕二ガバナー、吉田裕一郎地区副幹事
本日はお世話になります。 今年度一年、 よろしくお願いいたし

ます。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
国際ロータリー第２７４０地区ガバナー 福元裕二様、 第６グ

ループガバナー補佐 山口二郎様、 地区副幹事 吉田裕一

郎様のご来訪を心より歓迎いたします。 本日は最後までよろ

しくお願いいたします。

四元清安会長
誕生祝い、 ありがとうございます。

後田明子国際奉仕委員長、井上亮国際奉仕副委員長
宮崎正典国際交流委員長

先日の釜山蓮山ＲＣ訪問の際は皆様のおかげで何とか無事

に交流することができました。 井上副委員長の企画立案、

八重野さんのバス運転と私 （後田） は何もしていませんが、

バスの中の話相手になったのではないかと思います。 次回

の４月の釜山では、 ハッスル、 ハッスルしましょう！

長富寿人君
前日、 何回目かの記念のお花をいただきましたので、 ニコニ

コします。

鶴田明敏君
結婚記念日のお花、 ありがとうございました。 おかげさまで記

念日を忘れずにすみます。

橋口佳周君
明日で３７回目の結婚記念日です。 ２４時間ほとんど一緒に

居ますので、 他の人の５０年位一緒に居る時間になるかなと

思います。 明日、 お花をいただけると思いますので、 ありが

とうございます。

牛島義亮君
　　結婚記念日のお花をいただきました。 　

田雑豪裕君
　　国際ロータリー第２７４０地区 福元裕二ガバナー、 山口二郎

　　第６グループガバナー補佐、 吉田裕一郎地区副幹事のご来

　　訪を心より歓迎いたします。 又、 １０月１１日の結婚記念日の

　　お花ありがとうございました。

昭和２２年１０月　２日　古川　直記君
昭和２９年１０月１９日　四元　清安君

committee

坂井智照 クラブ奉仕委員長兼クラブ管理委員長 
　例会プログラムの変更をお知らせいたします。 来週１０月２５

日第１０４１回例会のプログラムの米山奨学生卓話は、 米山奨

学生のスケジュール調整があわず、 １１月１日 第１０４２回に変

更いたします。 それに伴い、 １１月１日 第４回クラブ協議会 ・

ロータリー財団委員会を１０月２５日 第１０４１回例会に変更い

たします。

　ちなみに、 米山奨学生は佐賀大学大学院に通っている、

中国女子学生 張金玥さん （世話クラブ 神崎ＲＣ） を紹介され

ています。

宮崎正典国際交流委員長
　先日の釜山蓮山ＲＣ御来訪の際には、 皆様のご協力により

無事終えることができました。 ありがとうございました。 ２泊３日

コースの長丁場でしたが、 交流が深まり、 ４月の釜山蓮山ＲＣ

公式訪問への弾みになったと思います。 　

《クラブ管理委員会・ロータリー情報》
 池永 隆司クラブ管理委員 ロータリー情報担当 
　９月２７日の社会奉仕委員会の卓話の時に、 坂井智照 地区

社会奉仕委員長が話された、 繋がりの話の中で懇親会の最

後に歌う “手に手つないで” を誰が作られたのだろう？何の

ために作られたのだろう？と話されていたので、調べてきました。

　昭和２４年に日本のロータリー郡はＲＩに復帰し、 順調にクラ

ブを拡大しあまりに順調に拡大したために、 １地区としての管

理が難しくなり、 昭和２７年２地区に分割されることになりまし

た。 地区が分かれれば、 東地区と西地区の人が会う機会が

なくなるので、 地区が分かれても共通のものを持とうと約束し

あい、 そのひとつがロータリーソングでした。 そして公募され

たロータリーソングの中から、 昭和２７年１月に作詞 ・ 作曲さ

れた東京ロータリークラブ 矢野一郎氏の “手に手つないで”

ほかの入選発表が行われ、 昭和２６年度の全国１地区の最後

の大会が、 昭和２７年４月２５日、 大阪で開かれました。

　この時の大会ＳＡＡがオリエンタルホテルの社長 小曽根真

造氏で、 彼は大会を閉じる時に 「我々は今まで１地区でやっ

てきたが、 これからは２地区に分かれることになり、 共に会え

る機会が少なくなるだろう。 そこでお互いに共通のものを持とう

ということでロータリーソング “手に手つないで” が作られまし

た。 今日この大会を閉じるにあたって、 どうか皆さん手を繋い

で下さい。そして円陣を作り、手を握りあって“手に手つないで”

を歌って分かれようではありませんか。」 とされたのが初めて

だったそうです。 因みに作詞 ・ 作曲者 矢野一郎氏は “それ

でこそロータリー” も作られました。

１０月　３日　長富　寿人・章子　ご夫妻
１０月１１日　田雑　豪裕・美知子ご夫妻
１０月１５日　田代　博之・顕子　ご夫妻
１０月１９日　橋口　佳周・裕子　ご夫妻
１０月２１日　鶴田　明敏・弘子　ご夫妻
１０月２８日　牛島　義亮・真喜子ご夫妻
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現在のＲＩが目指す方向性
    ・ 変貌する今のロータリー

   ロータリークラブは、 「人道的奉仕  

　　 活動の世界的ネットワークを構成す

　　 る一単位」 である

  ・ 古き良き時代のロータリー

　 「異業種の会員相互の交流による自己改善の場」 であり、 　

　　「背景としての地域社会に貢献する」

　クラブの存在意義の変質、 アイデンティティの混乱

　2012-14 年度ＲＩ理事 松宮 剛 「ロータリーの友」 ７月

公共イメージと認知度の向上
○ロータリーの新しいイメージ

　 ・ 人道的支援をする世界的ネットワーク

　 ・ 主に発展途上国への援助

　 ・ 奉仕活動の選択と集中 ・ ・ ・ ６つの重点分野

　　 平和と紛争予防 / 紛争解決

　　 疾病予防と治療　　　水と衛生設備

本日の合計　　　　   45,000 円

本年度の累計　　　422,000 円

■ ガバナー公式訪問卓話 ■
第２７４０地区　ガバナー　福元裕二君

田代博之君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 記念日の夜、 ゴ

チソウがあるかなと家に帰ると何もありませんでした。 ちょっと

寂しかったので、 翌日自分でワインを買って２人で結婚記念

日の後夜祭をしました。

八重野一洋君
　　釜山蓮山ＲＣの朴玄順さんのご来訪を歓迎いたします。 先

　　週のバスツアーでは別府で合流した２０歳の娘に会うやすぐ

　　に 「ソウルの一等地の８億ウォンのマンションを買ってあげる

　　から、 私の息子と結婚してくれませんか？」 すごいサプライ

　　ズに親としてビミョウ～な感じを受けました。 朴さん、 ご好意

　　ありがとうございます。

　　ＰＳ； 朴さん、 好条件、 後一押しお願いします。

池永隆司君
　　前日、 日曜日の中央会、 ゴルフパートナーと運にも恵まれ優

　　勝できたので、 ニコニコします。

会員一同
　　国際ロータリー第２７４０地区ガバナー 福元裕二様、 第６グ

　　ループガバナー補佐 山口二郎様、 地区副幹事 吉田裕一

　　郎様のご来訪を歓迎いたします。

　　　基本的教育と識字率向上

　　　経済と地域社会の発展

人道的奉仕の分野における世界的リーダーとしてのロータ

リーの存在をアピール

国際ロータリー2740地区方針
１． 「奉仕を通じて平和を」 に沿って、 良いことを

　　一つ以上実行しよう

２． 若い世代の育成につながることを考え、 実

　　行しよう

３． 表彰をできるだけ多くしたいので、 積極的な応

　　募を

４． 東日本大震災の支援を継続しよう

５． 会員増強の目標　純増 2 名以上

６． ロータリー財団への年次寄附目標　一人 100 ㌦

７． 米山奨学金への寄附目標　一人 16,000 円

クラブ・リーダーシップ・プラン．CLP
　（元気なクラブづくりのために）

・ 2006-07 年度 RI 提唱

・ 目的　 ： 　効果的なクラブの管理の枠組みを提供すること

によりクラブの強化を図る

　○効果的なロータリー ・ クラブの定義

　　１） 会員基盤の維持、 拡大

　　２） 地元地域社会、 他の国々の地域社会ニーズを

　　　　取り上げたプロジェクトの実施

　　３） ロータリー財団の支援

　　４） クラブの枠を超えて奉仕できる指導者の育成

　　　クラブは何をすれば良いか
・ 長期目標を立てる

・ 年次目標を立てる

・ クラブ協議会を実施する

・ コミュニケーションを明確に

・ クラブ細則を修正 （新たなアイデアを募る）

・ 委員会　 ： 　管理運営委員会、 会員増強委員会、 公共イ

　メージ委員会、 奉仕プロジェクト委員会、 ロータリー財団

　委員会

・ 交流を深める （親睦の輪を広げよう）

ＲＩ戦略計画がクラブに求めていること
・ 刷新性と柔軟性を重視する

・ ベストプラクティスをクラブに合った形で応用

　する

・ クラブの伝統を見直し新しい運営方法を試み

　る （新たなアイデアを実行に移すことによって

　会員のニーズに応え、 活気のあるクラブへ）

プランの採用はクラブに義務付けられていない （手続要覧）

未来の夢計画について
Future Vision Plan   ロータリー財団の新しい補助金モデル

・ 2013-14 年度より開始 （3 年間の試験段階を経て）

・ 未来の夢計画の原則
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ＳＡＡ：山瀧正久君

次回例会／１０月２５日１２：３０～

次回献立／天麩羅そば、小鉢、おにぎり

1） シンプルさ

　（2） 地区、 クラブ、 ロータリアンが資金の使用と管理に更   

　　　　に関与すること （地区の裁量権の拡大）

　（3） 活動をさらに持続可能にすること

　物事を大きく考え、 結果や成果に目を向けて

・ 申請書、 報告書等はオンラインで提出

・ 3 名よりなる監査委員会によって毎年評価を受ける

・2012-13年度に各クラブが行うこと
　1． 夢計画を知ること、 研修会への積極的な参加を

　　 ・ ロータリー財団委員の卓話派遣依頼　　

　2． オンラインによる参加資格の認定手続き　  ・ 各クラブ

から補助金管理セミナーに会員を派遣

　　 ・ 各クラブが覚書 （MOU） に署名

　3． 補助金申請

　　 ・ それまでの人道的補助金の報告書提出

　　 ・ 新地区補助金のオンライン申請

　　 ・ グローバル補助金の提案書提出とオンライン申請

地区、クラブ、会員が元気になるように
１． ロータリーを楽しもう

２． ロータリアンになって良かったことを、 新入

　　会員、 若い会員に伝えよう

３． 家族も参加できる例会、 クラブ行事を

４． 自クラブの将来の夢を語ろう

５． 地区、 クラブ、 会員が他クラブの優れた事例

　　等、 種々の情報を共有しよう

お礼とお願い
１． ロータリー世界フォーラム広島

　　　2013 年 5 月 17 日 （金）、 18 日 （土）

　　　新世代、 ロータリアンの参加

　　　ロータリアン一人当たり 300 円のご協力

２． 地区大会 （佐賀市文化会館）

　　　2013 年 4 月 5 日 （金）、 6 日 （土）

３． 国際大会 （ポルトガル ・ リスボン）
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