
第1159回　平成27年4月9日号

本日の出席率６０.５％：会員数４５名・出席２４名・欠席１７名・出席規定免除会員（４）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ１１名・出席規定免除会員３名

　３月２９日の晴天の日曜に、 次年

度の会長エレクト研修セミナー （Ｐ

ＥＴＳ）及び次期幹事研修セミナー

が行われました。

　PETS （P r e s i d e n t s -E l e c t  

Training Seminar） は 地 区 ガ バ

ナー・エレクトおよび次期ガバナー

補佐により、 次期クラブ会長の準備を整え、 意欲を高め、 協力

関係を築く機会を与えるためには行われます。 そして、 目的は

クラブ会長の知識、 能力、 やる気を育成するためにＲＩテーマの

伝授、 役割と責務、 目標の設定、 クラブ指導者の選任と準備、

クラブの管理運営、 会員増強、 奉仕プロジェクト、 ロータリー財

団、 広報、 リソースおよび年次計画と戦略計画が伝えられます。

　

　佐世保中央ロータリークラブでは創立２５周年度事業とフランス

からの国際青少年交換学生のホストが加わります。 次は４月１９

日に次年度役員の 「地区研修 ・ 協議会」 が行われます。

　本日は、ＰＥＴＳ及び次期幹事研修セミナーの報告として、 溝

上純一郎会長エレクトと馬場貴博次年度幹事の卓話を伺いま

す。 宜しくお願い致します。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

 　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　 ４月２８日 （火） １２：３０→１８：００～

　　 喜平寿司　　夜例会の為

　　 佐世保北ロータリークラブ

　　　　５月１１日 （月） １８：３０～

　　　　シネマボックス太陽　従業員招待例会の為　  　　　 

２．来　　信　

・ガバナー事務所

      事務所休業のお知らせ　４月１０日（金）１３：００～

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

小学校、 中学校、 高等学校と入学式も済み新学期が始まり

ました。 新年度、 新学期と話が出てくると私達三役と理事の

皆さんも、 本年度も終わりが見えてきたかなと思います。 本

日は、 次年度会長、 幹事の会長エレクト研修セミナー及び

次期幹事研修セミナーの報告です。 よろしくお願いします。

大久保厚司会長

ニコニコ目標達成の為に !

宮﨑正典 国際交流委員長

　４月１１日 （土） より１泊２日で釜山蓮山ロータリークラブとの打

ち合わせに行ってきます。 有意義な会議にしたいと思います。

・ガバナーエレクト事務所

　　　①２０１５～１６年度地区委員就任のお願い　　 

　　　　 地区米山記念奨学委員　田代博之君

　　　②地区研修 ・ 協議会駐車場のご案内

・宮原明夫第６グループガバナー補佐

　　　第４回訪問日程のお伺い　

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　２０１４～１５年度第８回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会　

　　　のご案内

　　　　日時　５月２２日 （金） １８：３０～

　　　　場所　インターナショナルカフェ　　　　　 

・佐世保南ロータリークラブ

　　　２０１５～１６年度第２回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会　

　　　のご案内　

　　　　 日時　５月１５日 （金） １８：３０～

　　　　 場所　天津包子舘

・ロータリー文庫運営委員会

　　　ロータリー文庫　リンクのお願い　

・させぼ桜の会

　　　第８回国際親善させぼ桜まつり終了のお礼
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ＳＡＡ：糸瀬新君

次回例会／４月１６日１２：３０～

次回献立／和食ミニ御膳、吸い物

本田実幹事

幹事の仕事も多少少なくなってきましたので、 若干できた時

間を使って、 運動を再開致しました。 で、 先週開催された

佐賀桜マラソンに出場して走ってきました。 前半２０キロまで

は４時間くらいでゴールできるペースでした…が…練習不足

のせいかゴールしたのは５時間を過ぎていました。 もっと練

習しよう…。

本日の合計　　　　   14,000 円

本年度の累計　　　 682,000 円

溝上純一郎 会長エレクト

　３月２８日、 唐津ロイヤルホテルにて国際

ロータリー （ＲＩ） ２７４０地区会長エレクト

研修セミナー及び次期幹事研修セミナー

が開催されました。

　２０１５～２０１６年度ＲＩ会長は、 コロンボロータリークラブ所属

Ｋ．Ｒ. ラビンドランさんで、 スリランカで印刷、 包装、 ティーバック

の製造業界で世界最大手と言われ、 スリランカとインドの工場

から、 ほとんどすべての主要紅茶ブランドに納入しているそうで

す。

　２０１５～２０１６年度ＲＩのテーマは、

『世界へのプレゼントになろう　　Ｂｅ　ａ　ｇｉｆｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ』

です。 ちなみに、 ２７４０地区のガバナーは唐津東ロータリーク

ラブの太田善久さんで、 地区運営方針は 『地域へのプレゼン

トになろう』 です。 私が理解するところ世界、 地域で奉仕しよ

うということではないかと思います。

　次年度はこれまでのＲＩ会長賞が少し異なります。 以前のよう

に、 クラブや地区が書式や報告書を提出するかわりにクラブが

ＲＩのデータベースに入力した情報をもとにＲＩがクラブの実績を

検証します。

　２０１５～２０１６年度ＲＩ会長賞を受賞するためには、 「必須項

目」 ２項目を完了し、 さらに各カテゴリーの項目をいくつか完了

する必要があります。

２つの必須項目は、

１． 少なくとも１５のクラブ目標を、 ロータリークラブ セントラルに

　　 入力する。 　　

２． ７月の半期人頭分担金を期限まで支払う。

カテゴリー

１． 会員の増強と維持

　４項目から３項目

        会長エレクト研修セミナー
　 及び次期幹事研修セミナー報告 

２． 財団への寄付

  ４項目から２項目

３． オンラインツールの利用

　４項目から２項目

４． 人道的奉仕

　７項目から３項目

５． 新世代

　４項目から２項目

６． 公共イメージ

　２項目から１項目

２７４０地区運営方針

『地域へのプレゼントになろう』

会員増強の目標

　 純増２名以上

ロータリー財団への年次寄付目標

　 一人平均１５０＄

米山記念将学会へ寄付目標

　 一人平均１６， ０００円

馬場貴博 次期幹事

　３月２８日唐津で行われました、 会長エ

レクト研修セミナー及び次期幹事研修セ

ミナーに出席して参りました。

　とても大切なセミナーと思いレコーダー

を用意してまいりましたが、 大まかな話しかなく、 財団への寄

付はあまり深く考えなくて良いと隅田パストガバナーからのお話

で少しほっとしたあと、 次年度のＲＩのテーマについてよくわから

んテーマですなとの話、 録音するのをやめました。

　今回は次年度の組織図について話をさせていただきます。

通年の委員会配置は変わりませんが、 国際青少年交換学生の

受入がありますので、 今回、 交換学生支援室を設置させてい

ただきました。 ここには池永副会長を支援室室長として据え、

重きを置いております。

　又、 次年度は創立２５周年を迎えることになり、 実行委員会

を設置しております。 ここは実行委員会会長に福田英彦パスト

会長、 実行委員長に牛島義亮パスト会長、 ２名の副実行委員

長に岩政孝君 ・ 八重野一洋君と重厚な組織を作らせていただ

きました。 ただし次年度は私 （幹事） 筆頭に経験が浅く、 い

わば初モノ理事が多くなっております。 当然足らぬことが多いと

思いますが、 諸先輩方のご協力と会員の皆様のご助言を頂戴

しながら進めてまいりたいと思います、 どうか宜しくお願い申し

上げます。
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