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本日の出席率７８.５７％：会員数４３名・出席２７名・欠席９名・出席規定免除会員（７）６名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.５６％：出席２８名・メークアップ７名・出席規定免除会員５名

　皆さんこんにちは。 ４月の最終

例会です。 熊本、 大分の地震か

ら２週間経ちました。 現地は大き

な被害をもたらしましたが、 新幹

線、 高速道路も徐々に復旧してい

るようです。 被災された人々の生

活は、 まだまだ不自由を強いられ

ています。 先日、 同業者の瓦工

事業者では屋根工事の修理では

なく、 余震が収まるまでは屋根にブル－シートを張る工事に負

われているそうです。 全国の瓦工事業者から支援のシートが送

られていて我社もシート、 ロープ、 軍手を昨日送りました。 全国

の瓦工事業組合でも災害に備えてブールーシートを備蓄してい

る組合もあり、 日頃から非常時の備えについて考えされました。

　さて、 先日２４日 （日） は次年度の役員・理事さんの地区研修・

協議会が長崎で行われました。 今日は出席されました方々のご

報告をお願い致します。

　本年４月に、 ３年毎に行われる規定審議会が４日間、 開催さ

れました。 その模様が２７４０地区のホームページに掲載されて

います。ＲＩの人頭分担金や例会の出席等の件など、 多くの問

題が審議され採択されています。 当クラブでも次年度の総会で

細則の変更があるかもしれません。 ロータリークラブの情報が地

区のホームページに掲載されています。 ぜひご覧ください。

古賀 良一第６グループガバナー補佐
佐世保中央ロータリークラブの皆様、 ご無沙汰しております。

３回目の訪問は本日になってしまいました。 お許しください。

お役目もあと２ヶ月ばかりになってしまいました。 最後までよろ

しくご支援、 ご協力をお願いします。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様、 こんにちは。 ４月も最終の例会となりました。 季節も

過ごしやすい時期になりＧＷが楽しみになってきます。 しかし

１．例会変更
　　 佐世保南ロータリークラブ
　　　　５月　６日（金）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
５月　３日（火・祝）休会　定款第６条第１節により

５月２４日（火）１２：３０→１８：３０
　　　　場所 ：ザッコ　　＊夜の例会並びに新入会員歓迎会の為

　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
５月　３日（火・祝）　休会　定款第６条第１節により

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

■古賀 良一第６グループガバナー補
佐訪問
　皆様、 こんにちは。 遅くなりましたが、

今日３回目の訪問になります。 皆様に

は日頃より御協力をいただき、 誠にあり

がとうございます。 私の任期も残り２ヶ月

となりましたが、 次年度は佐世保中央ロータリークラブの牛島

様がガバナー補佐ということで、 是非一年間頑張っていただ

きたいと思います。 残り２ヶ月一生懸命頑張りますので、 ご支

援をよろしくお願いします。

２．来　　信
・国際ロータリー
　ザ ・ ロータリアン　２０１６年５月号

・ガバナー事務所
　①５月のロータリーレートのお知らせ

　　１ドル =１１０円 （４月１１６円）

　②第１１回青少年交換学生オリエンテーションのご案内

　　日時　５月１５日 （日） １４：００～１７：００

　　場所　本経寺　書院

・ガバナーエレクト事務所
　新旧ガバナー補佐会議及び懇親会開催のご案内

３．依頼・伝達　

・ 次回５月５日は例会休会です。

　次々回５月１２日は例会後、 牛島 義亮次年度第６グループ    

　ガバナー補佐激励会を開催致します。



第1207回　平成28年4月28日号　P2 .

本日の合計　　　　     12,000 円

本年度の累計　　　  709,000 円

■ 地区研修・協議会報告 ■

岡 光正次年度幹事　
　地区研修 ・ 協議会に参加させて頂き

ました。 私の方から全体的な説明をさせ

て頂き、 後程各委員長さんから委員会

毎の研修報告をさせて頂きます。

　

　今回の大きな議題は、 ２０１６年４月９日～１４日までアメリカシ

カゴで行われた規定審議会の報告でした。 主な変更点は次の

通りです。

・ ２０１７－１８年度、 ２０１８－１９年度、 ２０１９－２０年度の各年

度にＲＩ人頭分担金を４ドルずつ計１２ドル増額する立法案が採

択。

・ ローターアクターが同時にロータリークラブの正会員となること

を認める制定案が採決。

・ 従来型クラブとＥクラブに区別をなくす立法案が採択。

・ 細則から入会金への言及個所が削除 （入会金を取らない）。

・ 理事会の議事録を当該会合後６０日以内に全会員に知らせる

　こと。

・ 例会開催を毎週１回開催が、 毎月少なくとも２回開催する。

　

　以上が主な変更点です。 詳しくは地区のホームページを閲

覧下さい。 ２０１７－２０１８年度から実施予定ですので、 これか

ら準備が必要です。

八重野 一洋次年度職業奉仕委員長
　四つのテストを軸に活動をやっていきた

いと思います。 山瀧次年度会長には大

変お世話になりました。 ありがとうござい

ました。

西村 浩輝次年度社会奉仕委員長
　社会奉仕部会が開催され、 大村ＲＣの

帯屋 徹地区社会奉仕委員長による活動

方針の発表がありました。 テーマを 「額

に汗する奉仕をしよう」　５つの活動方針

を挙げてあります。

１、「震災とロータリー」震災支援の継続
　　東日本大震災も５年が過ぎ記憶が薄れてきている中で、 今

　　回の熊本地震があり、 熊本 ・ 大分と第２７２０地区ととなりで

　　の災害ですから十分な支援が必要になるかと思います。

２、地区補助金を活用した社会奉仕事業の拡大
　　地区補助金２０万円以上の補助金を受けられる。 仕組み、　

　　手続きを学び活用しよう。

３、クラブや個人で取り組める「額に汗する奉仕」の実施
　　長崎県立佐世保特別支援学校 「和太鼓部」 のお世話を続

　　けたいと思います。

４、各クラブの特徴や地域性を生かしたプログラムの実施
　　伝統、 文化、 歴史、 名所、 祭りなどを支援、 協力すること。

しながら、 熊本 ・ 大分ではまだ余震が続き被災されている方

に改めてお見舞い申し上げます。 唯、 九州新幹線の全面開

通や倒壊した阿蘇神社の桜門は文化庁によると再建が可能

と判断されました。 少しずつですが明るい兆しが見え始めて

いるようです。

本日は視界良好な次年度の理事 ・ 役員さんの地区研修 ・ 協

議会の報告です。 どうぞよろしくお願いします。 又、 先週行

いました今回の地震に対する募金を今週も集めますので、

先週欠席された方々もご協力をお願い致します。

牛島 義亮君
古賀良一ガバナー補佐の御訪問を歓迎致します。

指山 康二君
明日から５月１日まで熊本に行って来ます。 一級建築士 ・ 応急

危険判定士とし、 家屋の赤 ・ 黄 ・ 緑の判定です。 少し不安な

気持ちもありますが、 建築士支部長として被災者の為、 ６７才年

寄ですが頑張ってきます。

竹本 慶三君
ＹＯＳＡＫＯＩ長崎県協議会で 「熊本地震」 支援物資を岡会員

にお願いしたところ、 すぐに 「黒島の天水」 ２リットル６本入り箱

３０ケースを提供していただきました。 熊本、 益城町へお届けし

ました。 感謝します。

西村 浩輝君
結婚記念日のお花、 まえもってありがとうございます。 毎年楽し

ませてもらいます。

前田 眞澄君
先週、 結婚記念日のお祝いのご披露いただきました。 一週遅

れでニコニコ致します。 一週間遅れてしますが、 延滞料は付い

ていません、 あしからず。

本田 実君
こんなところにも地震の影響が～。 ５月２２日開催予定でした天

草国際トライアスロンが中止になりました。 大会出場費が返金さ

れるでしょう？でニコニコ致します。

岡 光正君
５月３日・ ４日第５回佐世保 ・島原ウルトラウォークラリーが開催さ

れます。 エントリーいただいた馬場幹事、 香月君、 芥川君の完

歩を見守り、 島原で完歩賞を渡したいと思います。 今のところ

天気が曇り、 雨の予報ですので晴れるようにニコニコします。
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ＳＡＡ：岩政孝君

次回例会／５月１２日１８：３０～

次回献立 /和洋会席料理

　　けたいと思います。

４、各クラブの特徴や地域性を生かしたプログラムの実施
　　伝統、 文化、 歴史、 名所、 祭りなどを支援、 協力すること。

５、２７４０地区全体で１つのテーマに取り組みませんか。
　　支援、要請があるかもしれませんので、よろしくお願いします。

青少年奉仕部会報告
岡田 文俊次年度青少年奉仕委員長　
○山瀧次年度会長、 岡次年度幹事のご

配慮で船大工町 「和食よひら」 での馳

走に深謝

○ガバナー挨拶、 地区方針については

略「偉大な事業は小さな機会（例会）から」

○基調講演、 野口　清パストガバナー

　 ・ ４月１２～１５日シカゴでの規定審議会報告。

　　結果多勢に無勢 （日本全件反対３０／５３２） で人頭分担金

　　４ドルアップ等、 規定改変がなされた。

内容は

①歴史的変化 （分担金上げ、入会金の廃止、会費はロータリー

　 ＞ライオンだが、 中身は並）

②多様性 （Ｅクラブの区別もなくなる。 会員身分に柔軟性。

　 例外規定、 例会出席月２回？）

③老害顕著

○青少年奉仕部会　リーダー奥村 （唐津ＲＣ）

   挨拶） ２０年ぶり担当、 危機管理が最重要、 規定改定でロー  

　 タリーアクト即会員への変化に驚いている。 青少年は４つの

　 各委員会が連携している所が先進的だ。 「行動して未来を」

○地区インターアクト委員長　松田 （諫早北ＲＣ）

　 １２歳～１８歳までを対象に積極的に活動、 顧問の先生への 

　 アプローチが大切

　 研修会　年次大会　　７月３０日～３１日

　　　　　　　　　　　　　　　ホスト校　  鎮西学園高校（諫早北ＲＣ）

　　　　　　　　　　　　　　　コホスト校  諫早農業高校 ( 諫早ＲＣ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 向陽高校　　　（大村ＲＣ）

　　次々校　大村工業高校 （ホスト大村北ＲＣ）　

　　次々々校　有田工業高校 （有田ＲＣ）

　　委員会　　７月 １０月 １月 ５月　全国インターアクト連絡会議

○ロータリーアクト委員長　中本 （長崎北ＲＣ）

　 １８～３０歳　青少年育成　１０クラブ中 9 活動中　

　 島原では２名しているが１５～２０名は必要

　 長崎北では予算１０～２０で活動中、 不十分。

　 各グループ内でクラブの枠を乗り越えてが！

○ＲＹＬＡ委員会　北郷委員長 （長崎出島ＲＣ）

　 第１回からの実施表提示。 　

　 平成２８年第３７回５月　ホスト長崎 RC　日吉青年の家

　 第３８回　伊万里、 第３９回　牛津・多久、 第４０回　島原南、

　 第４１回　佐世保西 ・ ・ ・

　 佐世保中央ＲＣは第２０回１９９９年３月　佐世保青少年の天　 

　 地で開催

○国際青少年交換委員会　藤山委員長 （唐津ＲＣ）

　 長期交換ばかりで短期は無し。 次年度留学３名決定。

　 締め切り ５月１０日追加化

　 青少年の安全確保が最大課題 ・ 肉体的 ・ 性的 ・ 精神的虐  

　 待から　危機管理委員会

　 震災 ・ 地震 ・ 災害時の 「所在確認」 の徹底を！

　 交換学生保険交渉して２０⇒１２～１３へ

国際奉仕・ロータリー財団部会報告
前田 眞澄次年度国際奉仕委員長
　当日は山瀧次年度会長と岡次年度幹事には大変お世話に成

りました。

国際奉仕 ・ ロータリー財団部会の報告を致します。 ANA クラウ

ンプラザホテル長崎グラバーヒルの 「東山手」 会議室にてカウ

ンセラーを長崎ＲＣ 田口厚パストガバナー、 リーダーに大村Ｒ

Ｃ 西川義文地区ロータリー財団委員長、 副リーダーに佐賀西

ＲＣ 隅康二地区補助金委員長、ＶＴＴ報告者として佐賀ＲＣ 香

月武地区ポリオプラス委員の４名の方の進行で行われました。

　

　２０１６～２０１７年度はロータリー財団創立１００周年に当たる年

です。 ロータリー財団としては、 その記念する年にビル ・ ゲイ

ツ財団との共同事業である 「ポリオプラス」 においてアフガニス

タン ・ パキスタン ・ ナイジェリア地域を残すあと１％のポリオ発症

を無くし撲滅達成をビジョンに掲げています。 その為に１００周

年としての特別に寄付を募るということはありませんが、 前述の

ポリオ撲滅に向けて各クラブの自主的な寄付への参加をお願い

したいとの事です。 次に各クラブから頂いている寄付金は全て

奉仕活動資金に使われている事、 決してロータリー財団の運

営費等には使われていない事を再認識していただき、 地区の

補助金制度を大いに利用し、 社会奉仕活動を行ってもらいた

いとの事でした。 その中でもクラブ間の共同事業に対して給付

される 「グローバル補助金」 制度を利用した奉仕事業を行って

いただければとの事でした。 地域での活動も大事ですが、 地

区から世界に向けた壮大な奉仕活動を可能にすることが出来る

制度であるとの説明でした。

　ロータリー財団の使命は、 「世界でよいことをしよう」 という標

語の下、 一旦地区より進呈した寄付金の５０％が地区へ還元さ

れ、 それが 「地区補助金」 の原資と成っています。 故に先ず

は十分な寄付金を行わないと地区補助金の原資も十分に確保

出来なくなってしまうという事、 そしてそれは各クラブが行おうと

する奉仕活動がこじんまりとしたものしか出来なくなってしまうと

いう事に成ります。 ロータリー財団の各クラブの担当委員長は

寄付金のお願いに当たってはご苦労されるとは思いますが、 こ

のことを皆様に十分ご理解を頂けるよう説明を行い、 １年間頑

張っていただければと思います。 との事でした。

牛島 義亮次年度第６グループガバナー補佐
　今回、 三回目の参加をさせていただきました。ＲＩの方針が大

きく変化してきているので、 皆様しっかり勉強をして頑張りましょ

う。
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