
神戸西神ロータリークラブ　　　　　　　    福井　正博様

第1075回　平成25年7月11日号

本日の出席率８９.４７％：会員数３８名・出席３２名・欠席４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３４名・メークアップ３名・出席規定免除会員２名

　皆さん今晩は。 暑い日が続いて

おります。 体調に気をつけて下さ

い。 今週は初めての会長職という

ことで忙しい日々を過ごしました。

７月７日 （日）　地区米山奨学委員

長セミナーに出席しました。 詳し

い事は、 松尾英機米山奨学委員

長に後ほど報告していただきたいと思います。 暑い中本当にあ

りがとうございました。

　７月９日 （火）　奥様方のコーラス ・ コスモス会に先日の交代式

のお礼と、 継続事業で長崎県立佐世保特別支援学校の和太

鼓部との施設訪問のお願いをして参りました。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（火） ハウステンボス佐世保ＲＣ・ ・ ・ ホテルヨーロッパ

（水） 佐世保東南ＲＣ・ ・ ・ ホテルオークラ 12F バー スターライト

（木） 佐世保東 RC ・ ・ ・ ホテルオークラ　特別室

これで市内７つのロータリークラブの訪問をし、 ビジター１００名

のお願いをしてきました。

　会長挨拶をどうしようかと悩む今日このごろでしたが、 こういう

羽目になり、 うまく話すこともできませんので自分に出来ることを

少しずつ語ることができればと思っております。 そして、 ただ今

ここにこうして居ることに感謝しています。

　ところで、 この三人の名前を知っている方がどの位いらっしゃ

るでしょうか？

　　一人目は、　足立　大進

　　二人目は、　天外　伺朗

　　三人目は、　小林　正観

この人達は、 私の人生をどのように生きるかという、 生き方を感

じさせてもらった人達です。 手を上げられた田代博之パスト会長

は、 流石に多くの本を読まれている方だと思います。 一人目の

足立大進さんは、 臨済宗で北鎌倉にある円覚寺の前館長です。

二人目の天外司朗さんは、 ソニー研究所でＣＤの開発をされ、

ロボットの 「ＡＩＢＯ」 の開発責任者でもある方です。 三人目の小

林正観さんは、 学生時代から人間の潜在能力や超常現象など

を独自の研究をされていた旅行作家でした。

　又、 身体に良い事というのも私の趣味の一つです。 健康法の

為には死んでも良いと思うくらい色々なものを体験してきました。

その中の一つが、 ロータリークラブに入った事ではないかなと

思っています。還暦を過ぎてから入会させていただき、ロータリー

ライフを楽しんでいます。 皆様の行動力に刺激され、 お謡も尺

八もこのごろ始めたものです。 大きい声を腹から出したり、 尺八

の呼吸法も健康に良いものだと今更ながら実感しております。 こ

のように体験したものを少しずつでも皆様に披露できればと思っ

ています。 次回より短く簡単に淡々と話をさせてください。 よろし

くお願いします。

 １．例会変更
　    ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　 ７月１６日 （火） １２：３０～

　　　　 ハウステンボス 「トロティネ」　例会場使用不可日のため

佐世保西ロータリークラブ
　７月３０日 （火）→７月３１日 （水） １９：００～

　 ホテルローレライ　夜の例会のため

   ８月１３日 （火）　定款第６条第１節により　休会

２．来　　信
    ・国際ロータリー
　　ザ ・ ロータリアン　２０１３年７月号

・ガバナー事務所
　①米山奨学委員長セミナー出席のお礼

　②職業奉仕部門セミナー開催のご案内

　　日時　９月７日 （土） １４時より

　　会場　武雄センチュチーホテル

　　出席者　クラブ職業奉仕担当理事、 入会３年未満会員



田雑豪裕 クラブ奉仕委員長
　クラブ奉仕は五大奉仕の要である。 ク

ラブ管理委員会、 会報 ・ 出席委員会、

親睦活動委員会と連携を取りながら、 充

実したクラブ活動を行っていきたい。 現

在、 会員数が３８名ですが、 最低４０名

の会員数がないとクラブ運営がままならいので、 早急に２名の

会員増強を目標にし、 最終的には、 ５名の会員増強を目標に

しているので、 皆様のご協力をお願いします。

坂井智照 クラブ管理委員
　８月第３例会が第２回クラブフォーラム

で、 クラブ管理委員会担当になっており

ます。 １０月２４日の例会はベトナムから

の米山奨学生の卓話の予定です。 指山

康二国際奉仕委員長より新しいロータ

   《　第１回クラブ協議会　》 　 

リー財団の話を聞きたいという依頼がありましたので、 １２月５日

の例会の卓話は地区のロータリー財団委員長を予定していま

す。

平岩義明 ＳＡＡ
　今年度も会場監督としての役目を充分

認識し、 スムーズな例会の運営を堅持

し、 例会の秩序を維持することに専従す

ることにします。

　１． 例会は各週の正、 副の担当者を　

　　　 決め運営することとする。

　２． 各月の第１週目の例会時には国歌並びにロータリーソン　

　　　 グの斉唱を行う。

　３． 各委員は忘れずにタスキを着用し、 会場監督という自覚

　　　 を認識する。

　４． その週の例会担当者は例会３０分前には会場入りし、 準

　　　 備を怠らない。

　５． 尚、 音響に関しては本年度も引き続きホテルにお手伝い

　　　 をお願いする。

池永隆司 出席・会報委員長
　例会時の週報作成 ・ 出席報告につい

ては、 各委員の方に原稿、 写真、 出

席報告の担当を決め、 順番に行ってい

きます。 又、 例会のことではありますが、

例会出席９０％以上、 出席出席率１００％

を目標に会員の皆様に出席の意識付けをおこなっていきたいと

思います。

本田実 親睦活動委員長
　会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式、 納涼

例会、 創立記念例会、 忘年家族会、

延寿会と５大事業がありますが、 皆様の

ご協力宜しくお願い致します。

崎元英伸 職業奉仕委員長
　１１月の社員招待例会、 ５月の職場訪

問例会、 皆様に楽しんで頂けるよう企画

したいと思います。

南部建 社会奉仕委員長
　現在、 地区補助金の申請中で決定し

だい長崎県立佐世保特別支援学校の子

供達を交えた活動をしていきたい。

岩政孝 新世代委員長
　１年間の活動は社会奉仕委員会と連

携を取りながらやっていきたい。
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神戸西神ロータリークラブ　福井正博様、
神戸より参りました。 本日、 宜しくお願い致します。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
暑い中、 又、 本日は夜の例会にもかかわらず、 第２回例会

にご出席頂き、 誠にありがとうございます。 本日は第１回クラ

ブ協議会です。 委員長皆様の、 今年１年の運営方針並び

に活動計画の発表の場です。 今年を１年を占う大切な例会

ですので、 皆様方のご協力を宜しくお願い致します。 最後

になりますが、 今年のスローガンにもありますように、 ありがと

うの心で、 淡々とニコニコ、 シクシクと会員増強のご協力も重

ねてお願い致します。

本日の合計　　　　    5,000 円

本年度の累計　　　　90,000 円

 　　③ロータリー財団地区補助金奨学生、 ロータリー財団グ　

　　　　　ローバル補助金奨学生募集要項、 応募申込書

　　　 ④例会出席率の計算式

　　　 ⑤ガバナー公式訪問資料

・佐世保東ロータリークラブ
　第３回市内ＲＣ会長･幹事会議事録

・佐世保北ロータリークラブ
　現況報告書

３．伝達・通知
       田端幸恵様よりお礼状が届いております。
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指山康二 国際奉仕委員長
　国際奉仕委員会は国際交流とロータ

リー財団・米山奨学会に関する事業を担

当致します。 各委員会には歴代会長、

幹事経験者が多く、 充実した委員会活

動に取り組んでまいります。

大久保厚司 国際交流委員
　委員会は竹本慶三委員長、 橋口佳周

君、 崎山信幸君、 八重野一洋君と私の

５名ですが、 本日委員長多忙のため、

私が代わりにお話ししますが、 まだ一度

も委員会を開催していないので、 詳細は

決定しておりません。 例年通りに釜山蓮山ロータリークラブの

来訪と訪問及び関連接待をおこなうと思います。

松尾英機 Ｒ財団・米山奨学委員長
　２０１３～２０１４年度第２７４０地区ガバ

ナー方針と目標に

　　③「未来の夢計画」 の実践のために

　　　　ロータリー財団寄付目標　会員１人

　　　　あたり　１００ドル以上

　　④明日を担う人づくりのために

　　　 米山記念奨学会寄付目標　会員１人あたり　１６,０００円以上

とあります。 一方で佐世保中央ロータリークラブ基金会規約で

は、 毎年９月に基金会の役員会にて、 ポールハリスフェロー、

米山功労者等をのノミネートすることが出来るとあります。 （現在

２,７００,０００円程の基金があり、 毎年６００,０００円近くの基金が

集まる。）

　曾て、 １００ドル以上寄付した会員を 「財団の友会員」 という、

全会員が１００ドル以上寄付したクラブを 「財団の友クラブ」 とし

てバナーを寄贈されていました。 又、 ポールハリスフェロー、

米山功労者の選出にあたっては基金会になる前には大前提と

して１００ ,０００円以上の支払いを済んでいる人から優先的に申

請する時期もありました。 基金会の役員会のなかで９月末日に

目途に方向性をゆっくり相談しながら進めてゆきたいと思いま

す。

前田眞澄 地区社会奉仕委員
　昨年に引き続き東日本大震災を中心

に活動を行っていきます。

井上亮 地区クラブ奉仕委員
　前日、 アルカス SASEBOで地区クラブ

奉仕統括委員会と会員増強委員会の合

同委員会がありました。 会員が減らない

ように楽しい例会にするにはどうしたらい

いかを話し合っています。 ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／７月１８日１２：３０～

次回献立／シーフードカレー、サラダ、スープ
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