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本日の出席率７５.００％：会員数４１名・出席２４名・欠席１０名・出席規定免除会員（７）６名・ビジター３名

前々回の修正出席率９７.４３％：出席２３名・メークアップ１０名・出席規定免除会員出席５名

　皆さんこんにちは。 先日の雨で

一気に秋が訪れた気配がします。

　西海町の農家にとっては、 特産

のゆで干し大根の原料である 「大

栄大蔵大根」 の作付けが進んで

います。 皆様におかれましては、

連日の猛暑で体力の消耗と、 季

節の変わり目で、 体調管理に注意して過ごしていただきたいと

思います。

　本日は、 ゲスト卓話者に佐世保市祇園緑の少年団の団長とし

て、 長年にわたり子供たちの指導を行ってきておられます、 小

林 政幸様にお願いしております。 長年の取り組みにご苦労も多

いと思います。 よろしくお願いします。

　８月２７日東彼杵町において、 国際ロータリー第２７４０地区の

青少年奉仕統括セミナーが開催され、 当クラブより香月 章彦副

委員長と岡 光正幹事の２名が出席しております。 また、 ８月は、

会員増強月間でありました。 会員増強特別委員会の池永 隆司

委員長からは、 良いニュースをお聞きしているところであります。

委員長ともどもクラブ一丸となって取り組んで行きたいと思ってお

ります。 会員皆様のご協力をお願いして挨拶といたします。

佐世保北ロータリークラブ 会長　藤井 良介様
佐世保北ロータリークラブ 幹事　宮﨑 有恒様　　　　

先月の牛島 義亮ガバナー補佐訪問およびガバナー公式訪

問では、 山瀧会長、 岡幹事はじめ多くのロータリアンの皆様

１．例会変更
ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

９月１３日（火）１２：３０～
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岡田 文俊青少年奉仕委員長
　８月２７日、 東彼杵町総合会館にて地区青少年奉仕統括セミ

ナーが開催されました。 当クラブから、 岡 光正幹事と香月 章彦

副委員長が参加されましたのでご報告いたします。

　野口 清パストガバナーによる基調講演は 「青少年奉仕－変化

よりよき未来、 将来の準備」 というテーマでした。 交換学生の４

Ｄだけでなく、 会員間・ 会員と事務局員内のハラスメントリスク、

男女間だけでなく、ＬＧＴＢ（Ｌ レスビアン、Ｇ ゲイ、Ｔ トランスジェ

ンダー、Ｂ バイセクシャル） に対する対応まで求められると強調

されました。

松田 啓伸君
　９月３日に地区職業奉仕セミナーに参加します。 初めての参

加ですので、 しっかり勉強してきたいと思います。
佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　 直江　弘明 様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　藤井　良介 様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　宮﨑　有恒 様

米山奨学生　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 スルギ さん

場所 ： ハウステンボス レストラン船 「デハール」　　

レンブラントホール使用不可日のため

２．来　　信
・ガバナー事務所

①一般財団法人 比国育英会バギオ基金より

　「バギオだより」 の送付

②地区職業奉仕セミナーのプログラム

・（公財）米山梅吉記念館
館報２８号、 秋季大祭のご案内、 賛助会員入会のお願い

３．伝達・依頼
　　ありません。
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ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／９月８日１８：３０～

次回献立／牛サイコロステーキ、スープ、サラダ

本日の合計　　　　    13,000 円

本年度の累計　　　 216,000 円

■ ゲスト卓話 ■
≪ 祇園緑の少年団について ≫
祇園緑の少年団 団長 小林 政幸様
　まず最初に全国緑の少年団の概要に

ついてお話します。 緑の少年団では自

然を愛し、 自然に親しみ、 自然を守り、

育てる。 ボランティア団体。 長崎県 ７５０名

　

　次に 「祇園緑の少年団」 の一年間の活動要旨についてお話

します。

「祇園緑の少年団」 が取り組んでいる３つの活動 

　１．学習活動
　２．レクレーション活動 
　３．社会奉仕活動
は次の通りです。

１．学習活動の要旨について
①ゴミ問題

　 夏休みに佐世保市のゴミ処理場見学。現場を見学して学習。

②省エネ問題

   学校、 家庭の電気のエネルギー有効活用を学ぶ。

③地球温暖化問題

   地球温暖化問題について知識を深める学習

２．レクレーション活動の要旨について
①伝統行事の体験活動について

    キャンプ、 ハイキング、 海水浴を通して協調性、 団結力を  

　  学ぶ。

３．社会奉仕活動の要旨について
①清掃活動

   平成４年結成。 三ケ町、 四ケ町のゴミ拾いを毎月第３日曜日  

　 １５年間行っている。

②自然環境保全活動 （植樹祭）

   植樹祭を行っている。 市政１００周年に向けて、 緑豊かな街

　 づくりに取り組んでいる。

③環境美化活動

   緑豊かな街づくりに取り組んでいる。

④緑の羽街頭募金活動

   ３月２３日、 佐世保市主催の募金活動に参加。

⑤シイタケ栽培活動

   ２５周年記念事業として始める。 食べる喜び、 食べる喜びを

　 学ぶ。

⑥その他

　 最後に子供の成長過程における体験活動や奉仕活動の重

　要性について

　今の子供たちに体験活動や奉仕活動を通じて生きる力、 知

恵を身に付ける。

にご訪問いただきありがとうございました。

牛島ガバナー補佐からはご丁寧なご指導をいただき、 その

後の公式訪問が無事に終了したのは言うまでもありません。

また先日、 馬場 貴博地区会員増強委員にはご多忙の中、

「会員増強について」 の卓話をしていただき重ねて御礼いた

します。 本日はそのお礼と岡幹事の立派な仕事ぶりを拝見し

に参りました。 お世話になります。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！佐世保北ロータリークラブ 藤井 良介会長、

宮﨑 有恒幹事、 佐世保南ロータリークラブ 直江 弘明様の

ご来訪を心より感謝いたします。

さて、 本日の例会は 「佐世保市祇園緑の少年団」 団長 小

林政幸様をお迎えしての卓話です。 青少年との色々な取り

組みや活動についてのお話が聞けると思います。 楽しみに

しております。 本日もどうぞよろしくお願いいたします。

福田 英彦君・牛島 義亮君
長い遠征から久し振りに家に帰ってきた気分です。 ほっとし

ています。

そして、 今日は人生の師である藤井会長と宮﨑幹事に御来

訪いただいております。 本当に全てにおいて感謝、 感謝で

す。 あわせてお二人方のご来訪に福田先生からもニコニコを

いただいております。

溝上 純一郎君
佐世保南ロータリークラブの直江 弘明様のご来訪を歓迎い

たします。

馬場 貴博君
先週の土、 日で奄美大島に行き、 楽しく過ごし、 月曜は佐

世保北ロータリークラブで地区からの要請に卓話に参りまし

た。 藤井会長、 宮﨑幹事様、 とりとめのない話で申し訳あり

ませんでした。

芥川 圭一郎君
小林団長、 ご訪問ありがとうございます。 翔一郎がお世話に

なりました。
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