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本日の出席率６３.６％：会員数４５名・出席２５名・欠席１６名・出席規定免除会員（４）３名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１２名・出席規定免除会員４名

　本日は、ＲＩ第２７４０地区第６Ｇガバ

ナー補佐の宮原先生をお迎えして

お話を頂きます。 また、 ５月２４日～

２５日に平戸にてロータリー青少年指

導者養成プログラム （Rotary Youth 

Leadership Awards / RYＬA） があり

ましたので、 後ほど報告を頂きたい

と思います。

 　ヘンリー ミラー ( 甲府西ＲＣ 梶山謙二記 ) は、 『ロータリーの最

終の夢は 「住みよい明るい社会」 「人類の平等」 「世界の平和」 で

ある。 その為、 青少年と共に歩み、 青少年を啓発し、 その進路を

正しく助長させ優秀なリーダーを育成する事こそ我々ロータリアンの

責務であろう。 本当のリーダーは人をリードする必要はない。 ただ

道を示すだけでよい』 と述べています。  

　ローターアクトの一環である RYLA は多様なニーズと成長過程の

対応のため年齢を二つのグループ : 地区内の年齢１４歳〜１８歳と

年齢１９歳〜３０歳までの若い人々とロータリアンが参加する地区プ

ロジェクトであり、 指導者及び善良な市民としての資質を伸ばすこと

を目的としたＲＩ常設プログラムです。

　目標としてロータリーが青少年を尊重し、 かつ、 青少年に関心を

抱いていることを一層明らかにすること。 選考した青少年指導者お

よびその素質のある人に実地訓練を体験させ、 責任ある有能なボ

ランティア青少年指導者となる方法を身に付けるよう激励、 援助す

ること。

　青少年による青少年への絶えざる力強い指導を奨励すること。 青

少年指導者として地域社会に尽くしている多数の青少年の優れた

資質を公に表彰することで、 特に、 今日の宗教的争い、 資本原理

の崩壊、 グローバル化を先導したい国のリーダーシップのあり方等

に対する思考背景をどの基準に置くべきか ?  ローターアクトは今行

うべきロータリアンの根底の奉仕 (we serve) ではないかと考えていま

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

　　 北松浦ロータリークラブ

　　　　６月２３日 （火） １２：３０→６月２０日 （土） １８：３０～

　　　  新旧役員交代式のため

　　　　６月３０日  （火）　休会　定款第６条第１節により　　  　　　 

    佐世保西ロータリークラブ

　　　　６月３０日  （火） １２：３０→６月２６日 （金） １８：３０～　　　　　

　　　  セントラルホテル佐世保　新旧役員交代式のため

２．来　　信　

・国際ロータリー

      ザ・ロータリアン　２０１５年６月号

・国際ロータリー日本事務局

　　　６月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１１８円

・ガバナーエレクト事務所

　　　次年度地区委員 ( クラブ奉仕統括委員会） 推薦のお礼　　　　

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 竹本　進一様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　　中井　康晴様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤井　良介様                         

池永隆司 青少年奉仕委員長

≪ＲＹＬＡの報告≫

　５月２３日 （土） ～２４日 （日） 平戸海上ホ

テルに於いて、ＲＩ第２７４０地区第３６回ＲＹＬ

Ａが、 テーマを 「未来を託す君へ ― 限り

なき心の翼をひろげて ―」 とし、 平戸ロー

タリークラブがホストクラブとなり開催されまし

た。 青少年の参加者は学生、 交換学生、 一般を合わせて約７０名

でした。

　初日は１３時から開講式。 オリエンテーション、 参加した青少年の

グループ分けと各グループでの自己紹介をした後、 １５時３０分から

ロータリー平和フェロー岸谷美穂氏による講和による研修を受け、

「児童虐待について」 「地域の活性化について」 「自然災害時にお

ける住民の役割について」 の３つのテーマで、 グループ別ディスカ

ションを行いました。 翌日は、 ８時３０分より１０時までリーダー研修と

グループ別ディスカションを行い、 ６グループそれぞれの意見発表

をして、 １１時からの閉校式をもって無事終了しました。 今回のＲＹ

ＬＡは、 当初山瀧さんの会社の方と息子が参加予定でしたが、

諸事情により、息子と私が参加することになりました。息子は

いろいろな人と出会い、語らい、たいへんに楽しかったそうで、

また機会があれば是非参加したいと言っております。
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ＳＡＡ：崎元英伸君

次回例会／６月４日１２：３０～

次回献立／和食松花堂弁当

本日の合計　　　　　 22,000 円

本年度の累計　　　 810,000 円

ＲＩ第２７４０地区第６Ｇガバナー補佐 

宮原明夫様

　昨年の７月３１日に第１回目のクラブ協議

会に訪問させていただいてから早１年が経

とうとしております。 その後、 ８月２１日の宮

﨑清彰ガバナーの公式訪問の際の同伴、

２月２６日のクラブ訪問と今回の計４回貴クラ

ブを訪問させていただきました。 その間に開催されました昨年１１

月の地区大会、 今年１月のＩＭ他、 地区セミナーなどには、 大久

保厚司会長を初めとして多くの会員の皆さんにご参加いただき誠

に有り難うございました。 ２０１４年度も残り１ヶ月となり、 お陰様で

充実した中に無事終了することが出来そうです。 この場をお借りし

まして心より感謝申し上げます。

　さて、 今年度のゲイリーＣ.Ｋ. ホァンＲＩ会長は、ＲＩテーマを 『ロー

タリーに輝きを』 とし、 ロータリーの奉仕を人々と分かち合い、 クラ

ブをより強力なものとし、 地域社会でロータリーの存在感を高める

ことで、 『ロータリーに輝きを』 もたらしましょうとしました。 また、 宮

崎清彰ガバナーはこのＲＩのテーマを基に、 地区のテーマを 『地

域に輝くロータリー』 とされ、 ご自身が昨年に大病をされたこともあ

り、 「あせらず」 「無理せず」、 「感謝」 と 「健康」 を地区運営方針

の基本とされました。 貴クラブの大久保会長は、 年度初めのクラ

ブ運営方針の中で、 このＲＩ会長のテーマと宮﨑ガバナーのテー

マを上手にふまえながら、 『一人一人に輝きを』 とされました。 こ

の１年間を振り返って皆さん如何だったでしょうか。

　ロータリー活動を活性化するためには会員の確保は不可欠では

ないでしょうか。 『ロータリーの目的』 の一番目は、 「知り合いを広

めることによって奉仕の機会とすること」 となっています。 活性化を

阻害する要因として大きいものは、 「会員数の減少」 と 「ロータリー

精神の希薄化」 「クラブ活動のマンネリ化」 などが挙げられます。

多彩な職業人に出会い、 多くの人生の師と出会える機会を作るこ

とは会員増強の目的でしょうし、 「変えてはならないもの」 （『超我

の奉仕』 や 『奉仕の理念』 や 『ロータリアンの寛容性』 などいわ

ゆるロータリー精神） や 「変えて行くべきもの」 （時代の変化に伴っ

た例会や奉仕活動の多様性、 柔軟性など） をきちんと認識してお

く必要があると思います。 それらをきちんと踏まえた上で、 『ロータ

リーの樹』 で示されているバランスのとれた奉仕活動が実践され、

新入会員にもしっかりと受け継がれて行く時にそのクラブは活性化

されて行くのではないでしょうか。

　会員純増については、 私が所属する佐世保北ロータリークラブ

が一歩リードしそうですが、 貴クラブとは会員数も同じくらいで良い

ライバルのクラブと思います。 これからもお互い切磋琢磨して頑張っ

て行きましょう。

　私も６月末でガバナー補佐の任は降りますが、 佐世保北ロータ

リークラブの会員はまだしばらくは続けるつもりでいますので、 今後

とも更なるご指導とご鞭撻を賜ることをお願いしましてご挨拶とさせて

いただきます。 １年間本当に有り難うございました。

ＲＩ第２７４０地区第６Ｇガバナー補佐 宮原明夫様

本日は４回目の最後のクラブ訪問です。 一年間、 大変お世話に

なりました。 深く感謝申し上げます。

佐世保南ロータリークラブ 竹本進一様

佐世保南ロータリークラブ 竹本です。 本日はメークアップお世

話になります。

佐世保北ロータリークラブ 中井康晴様

大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事を始め会員の皆様、 本

日は宮原ガバナー補佐の同行でお邪魔しました。 一年間貴クラ

ブには宮原ガバナー補佐及びＩＭ開催、 ゴルフ対抗戦等、 大

変お世話になりました。 次年度溝上会長始め会員の皆様のご活

躍及び貴クラブのご発展をお祈り申し上げます。

佐世保北ロータリークラブ 藤井良介様

本日はお世話になります。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

４、 ５、 ６月は各企業の総会の時期ですね。 会員の皆さんも取

引の関係で総会に出席され、 その後懇親会やゴルフと参加され

て忙しくされている方もおられると思いますが、 例会には都合を

つけて出席致しましょう。 本日は宮原ガバナー補佐の卓話です。

よろしくお願い致します。

竹本慶三君、 牛島義亮君

第６Ｇガバナー補佐 宮原明夫様並びに佐世保南ロータリークラ

ブ 竹本進一様、 佐世保北ロータリークラブ幹事 中井康晴様、

佐世保北ロータリークラブ次年度会長 藤井良介様のご来訪を歓

迎致しまして、 ニコニコ致します。

田代博之中央会会長、 前田眞澄中央会幹事

５月２４日に行われました市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会、

大変お疲れ様です。 お陰様で堂々の準優勝の成績を納めるこ

とが出来ました。 これもひとえに皆様の団結力と負けん気の強さ

のおかげです。 ありがとうございました。 尚、 中央会優勝は牛島

君、 準優勝は松尾君でした。 おめでとうごさいます。

牛島義亮君

中央会で優勝致しました。 やはり、 私しかいないでしょう。 優勝

は……。

池永隆司君

先日のＲＹＬＡの時、 ランチ代を頂き大久保会長ごちそうさまでし

た。 過分に頂いたので、 おつりをニコニコします。

宮﨑正典君

次年度国際奉仕委員会の初顔合わせでは、 多くの方に出席頂

きありがとうございました。 次年度は１０月の２５周年記念式典、 ４

月の訪問と釜山蓮山ロータリークラブとの交流がありますので、

皆様よろしくお願いします。

 ■　宮原ガバナー補佐卓話　■
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