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本日の出席率７９.５％：会員数４１名・出席２６名・欠席８名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター７名

前々回の修正出席率１００％：出席２７名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席５名

　皆さんこんにちは。 本日は国際

ロータリー第２７４０地区 﨑永剛ガ

バナー公式訪問例会です。

　﨑永剛ガバナー、 牛島義亮ガ

バナー補佐、 小林純一地区幹事

をお迎えしています。 牛島義亮ガ

バナー補佐におかれましては、 先

のガバナー補佐公式訪問でご指導をいただきましてありがとうご

ざいました。

　２０１６－２０１７年度国際ロータリーテーマ「人類に奉仕するロー

タリー」。 第２７４０地区﨑永ガバナーが提唱する 「地区に奉仕

するロータリー」 のもと、 佐世保中央ロータリークラブでは、 会

員同士のきずなを大切にするため、 「連帯感をもって　友情を深

めよう　ロータリーの和」　を 「クラブテーマ」 として活動をいたし

ております。

　先ほど﨑永ガバナーとの懇談で話をさせていただきました。

〇会員増強特別委員会の設置による、 現在４１名の会員から純

増４名を目標に取り組んでおります。

〇ロータリー財団創立１００周年の節目の年であることから、 ロー

タリー財団への年次寄付目標を１５０ドル　４１名。

〇米山功労者　３名。 　

〇ＣＬＰ導入に基づく委員会　新組織の導入を２０１７―２０１８年

度から実施の予定で作業を進めております。

〇公共イメージについては、ＳＮＳの活用でホームページ、 フェ

イスブックにより情報発信を行っております。

〇奉仕プロジェクトは、 （社会奉仕 ・ 青少年奉仕委員会） 合同

で社会福祉法人 民生会 （老人ホーム） 慰問するにあたり、 長

崎県立佐世保特別支援学校と連携し、 太鼓 ・ ダンス発表会を

兼ねて進めております。

　以上、 今年度の活動状況を申し上げ挨拶といたします。

１．例会変更
 伊万里ロータリークラブ

１０月１２日（水）→１０月１３日（木）１８：３０
場所 ： 伊万里迎賓館　　　

伊万里西ロータリークラブとの合同観月例会のため

１１月　９日（火）１２：３０→１８：３０～
場所 ：ホワイトハウス伊万里　夜の例会のため　

 有田ロータリークラブ
１０月１８日（火）１２：３０→１８：３０～
場所 ： 保名　　観月例会のため　　　

 松浦ロータリークラブ
１０月２１日（金）１２：３０～
場所 ： 今福保育園　職場訪問のため

１０月２８日（金）１２：３０～
場所 ：不老山公園　清掃作業のため

　　

２．来　　信
・国際ロータリー

ザ ・ ロータリアン　２０１６年１０月号

・国際ロータリー日本事務局 
１０月のロータリーレートのお知らせ

１ドル＝１０２円 （現行１０２円）

・伊万里ロータリークラブ
例会場変更のお知らせ　ホワイトハウス伊万里

・佐世保北ロータリークラブ
第５回市内ロータリークラブ会長幹事会のお知らせ

日時　１１月２日 （水） １８：３０～
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ガバナー　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 﨑永　　 剛 様

ガバナー補佐　　　　　　　　　　　　　　　　牛島　義亮 様

ガバナー　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 小林　純一 様

長崎北ロータリークラブ　　　　　　　　　　 濱口　純吾 様

佐世保ロータリークラブ　　　　　　　　　　 徳川　晃尚 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松尾　慶一 様

米山奨学生　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 スルギ さん



第1226回　平成28年9月29日号　P2 .

■ 﨑永 剛ガバナー公式訪問 ■

﨑永 剛ガバナー
　ガバナーとは、 基本的に、ＲＩ会長より

職務代行を委任されたわけです。 では、

その内容はというと時の会長の方針を皆

様に伝えるのが最大の仕事であります。

今年度のＲＩ会長のテーマは、 今、 ご覧

になったように「人類に奉仕するロータリー」です。 で、 私

はこれをどう身近にお伝えできるかと思い、地区運営方針を 「地

区に奉仕するロータリー」 としました。 この 「地区」 は、 「地域」

とお考えください。

　また、今年度は、財団創立１００周年に当たります。 皆様方に、

地区の寄付目標をお願いしておりますが、 その他にも、 財団

創立１００周年に関してご協力をお願いすることが予想されます。

例えば、 現在、 各クラブで社会奉仕活動をされていると思いま

すが、 できれば、 その活動に財団創立１００周年記念○○○

○と財団創立１００周年という冠名をつけていただきたいので

す。 こうした提案やお願いの文書が、ＲＩからどんどん届くかと思

います。 そういう意味で、 今年度は、 財団創立１００周年の節

目であることを充分に認識してください。

　それから、 「職業奉仕」 をあえて 「職業サービス」 と言わせ

ていただきますが、 基本理念「４つのテスト」のもとにロー
タリアンとして、「誇り」をもって、地区に貢献しようと掲

げました。 ロータリーへの、 入会動機は人それぞれだと思いま

すが、 共通しているのは、 皆さま、 それぞれの企業の代表で

あるということです。 こうした異なった業種の皆様が集まり、 例

会の出席を通じて親睦を深め、 自己を高め、 そして各々の職

業の中身をより濃いものにしていくことと思っています。

　４月に東京で開催されました 「会員基盤向上セミナー」 で、

いい話を伺ったのでお伝えします。 ロータリーに入会を勧める

とき、 １０秒でロータリーを説明してくれと言われたら、 どう話し

ますか？

講師の方の答えはこうです。

「我を磨き、 事業を磨くロータリアン。 そして、 地域と世界で奉

仕するロータリー」 わかりやすい説明です。 みなさん、 どうぞこ

れを下敷きにして、 自分の言葉で会員増強に努めてもらいた

いと思います。

　私たち日本人は、 陰徳ということが好きなようです。 それは、

それで大変いいことですが、 ラビンドラン前 RI 会長が、 ロータ

リーの友の３月号のメッセージの中で 『皆様方は、 好むと好ま

ざるにかかわらず、 地域のリーダーでもあります。』 と言ってい

ます。 その証が、 今、 皆さんが胸につけているロータリーバッ

ジです。 どうぞ、 例会の時だけでなく、 日ごろからバッジをつ

けてください。 バッジをつけるということは、 今しきりに言われて

ます公共イメージアップに大いにつながりますので、 是非とも

お願いします。

場所　香辣

３．依頼・伝達
　　 ・ 本日９月２９日は当クラブの創立記念日です。 記念例会　

　　　　 は次回１０月６日に行います。

本日の合計　　　　    38,000 円

本年度の累計　　　 298,000 円

国際ロータリー第２７４０地区ガバナー 﨑永 剛様
本日はお世話になります。

佐世保ロータリークラブ 徳川 晃尚様
佐世保ロータリークラブの徳川晃尚です。 本日はメークアッ

プでお世話になります。 よろしくお願いいたします。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは。 国際ロータリー第２７４０地区﨑永剛ガバ

ナー、 第６グループ牛島義亮ガバナー補佐、 小林純一地

区幹事、 長崎北ロータリークラブ 濱口純吾様、 佐世保ロー

タリークラブ徳川晃尚様、 松尾慶一様のご来訪を心より感謝

いたします。

さて、 本日の例会では、﨑永剛ガバナーよりグローバル的な

ロータリー指針や活動内容のお話を聞けると思います。 全会

員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。

会員一同
﨑永剛ガバナー公式訪問を心より歓迎いたします。

野村 和義君
﨑永剛ガバナーのご来訪を心より歓迎申し上げます。 ガバ

ナーの前で申し訳ありませんが、 今週、 トト姉ちゃんが終了

します。 その前に残念ながら、 真田昌幸様が今週日曜日に

お亡くなりになりました。 ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げ

ます。

馬場 貴博君
先週の金曜日に三人目の孫が生まれました。 男の子でした。

ニコニコします。

宮﨑 祐輔君
２３日に結婚記念日のお花をいただきました。 忘れていた日

を思い出すことが出来、 ありがとうございました。
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ＳＡＡ：宮﨑正典君

次回例会／１０月６日１８：３０～

創立２６周年記念例会

　もう一つ、 お願いがあります。

昨年の唐津の地区大会で、 佐世保北ロータリークラブと長崎中

央ロータリークラブがＲＩ会長賞を受賞されました。 大変な偉業

です。 が、 しかし、ＲＩ会長賞を受賞するということは、ＲＩテーマ

を具体的に言えばこういうことですよ、 そして、 これを達成した

クラブには、ＲＩ会長賞を差し上げますということなのです。

　皆様方、 会社では、 年度初めに経営計画を策定し、 それぞ

れの企業理念に基づき、 達成すべく頑張っておられると思いま

すが、 まさにこれらの項目が国際ロータリークラブの経営目標

なのです。 今年度、 地区の具体的な数値目標として、

会員増強は、

　会員５０名未満のクラブさんにおいては、 純増１名以上。

　会員５０名以上のクラブさんにおいては、 純増２名以上。

ロータリー財団年次寄付は、

　一人、 平均１５０ドル /年

米山記念奨学会寄付は、

　一人平均16.000円 /年　　　　

です。

　これは、 米山記念奨学会寄付目標以外は、 会長賞の項目

に入っています。 そして、 私たちの年度に何としても、 ポリオ

をゼロにしよう！それが、 ロータリー財団１００周年を最大に祝う

ことだという意味も込められています。

　いい機会です。 言われたけん、 出さんばしょうがなか！という

前に、 どうして出さんばかをみんなで大いに議論し、 納得し、

可能な限り実行していただきたいと思います。 なお、 ロータリー

の友４月号に、ＲＩ会長賞についてわかりやすく掲載されてます

ので、 参考にしてください。

一年間、 どうぞよろしくお願いいたします。
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