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本日の出席率７７.２７％：会員数４５名・出席２８名・欠席１０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９７.７８％：出席３０名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席７名

　桜の花も終わり、 日中

は夏の日差しを感じる日も

あり、 つつじの花が咲き

始め、 春を感じる季節と

なりました。 皆様も季節

の変わり目で体調など崩

さないように注意してくだ

さい。

　４月１４日 （金）、 １５日 （土） は、 国際ロータリー第２７４０地区

の２０１６－２０１７年度の地区大会が長崎市で開催され、 １４日の

地区指導者育成セミナーに岡 光正幹事と出席いたしました。

国際ロータリー会長代理　高 成大さん （国際ロータリー第３６５０

地区パストガバナー　韓国漢陽ロータリークラブ） の流暢な日本

語での来賓挨拶、 藤重 佳久活水女子大学音楽学部教授によ

ります 「音楽教育は、人間教育」 と題して記念講演がありました。

着任１年目から全国大会へ出場したことを紹介し、 内容のある

話がなされました。

　１５日の地区大会 本会議には、 当クラブのメンバーも多数参

加していただき、 牛島義亮ガバナー補佐も喜んでいただいたと

思っております。 ありがとうございました。

　本日はクラブ協議会です。 会長エレクト研修セミナー並びに次

期クラブ幹事研修セミナーの報告を岩政 孝会長エレクト、 川島 

千鶴次期幹事にお願いしております。 よろしくお願いします。

以上簡単ですけど挨拶といたします。

１．例会変更 
　　　佐世保東ロータリークラブ

５月１８日（木）１２：３０→５月１４日（日）１７：００～
場所 ：ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　　　＊創立５０周年記念式典祝賀会のため

　５月４日（火）　休会　　　＊定款第８条第１節により
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 佐世保西ロータリークラブ
   ４月２３日( 火 )１２：３０→　１８：３０～

場所 ：セントラルホテル佐世保　　＊夜の例会のため

　５月２日（火）　休会　　　＊定款第８条第１節により

 佐世保北ロータリークラブ
    ５月８日（月）１８：３０～
　 場所　シネマボックス太陽　　　＊従業員招待例会のため

 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
    ５月１６日（火）１２：３０～
　 場所 ： ハウステンボス 「トロティネ」　

　　　　　　＊レンボラントホール使用不可日のため

２．来　　信
・国際ロータリー 

手続要覧　誤表記のお詫びと訂正

・ガバナーエレクト事務所
事務所休業のお知らせ

休業日程　４月２９日 （土） ～　５月７日 （日）

地区研修 ・ 協議会　出席者名簿の確認のお願い

４月　６日　古川　直記・敏子　 　ご夫妻
４月１３日　池永　隆司・智恵子　 ご夫妻
４月２０日　香月　章彦・貴子　　 ご夫妻
４月２３日　前田　眞澄・ひとみ　 ご夫妻
４月２９日　西村　浩輝・雅子　　 ご夫妻
４月２９日　山瀧　正久・秋子　　 ご夫妻

昭和２４年４月　１日　指山　康二 君
昭和３４年４月　７日　宮﨑　祐輔 君
昭和３５年４月１５日   前田　眞澄 君
昭和３９年４月１７日　香月　章彦 君
昭和   元年４月１８日　松田　啓伸 君
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岩政 孝会長エレクト

本日の合計　　　　    15,000 円

本年度の累計　　　 853,000 円

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
先日、長崎市で開催されました地区大会には、牛島ガバナー

補佐はじめ２７名の会員の皆様方にご登録いただき、 ありが

とうございました。 来週各々ご報告があると思いますが、 有

意義な大会でした。

さて、 本日の例会は２０１７－２０１８年度会長エレクト研修セミ

ナー並びにクラブ次期幹事研修セミナーの報告です。

岩政会長エレクト ・ 川島次期幹事よろしくお願いいたします。

山瀧 正久会長
結婚記念日も忘れる年になりました。 お祝いの花が届くのを

期待してニコニコします。

牛島 義亮君
昨日、 佐世保東南ロータリークラブに２回目のガバナー補佐

訪問をして来ました。 前回よりも新入会員が多数入会され、

大変にぎやかになっていました。指山さんの佐世保ロータリー

クラブでの卓話に負けないように頑張ったつもりですが、 受

けはどうだったんでしょうかね？

また、 お供してもらった崎元君、 岡君、 溝上君、 吉野君に

感謝します。

指山 康二君
①エイプリルフール生まれの指山です。 ６８才の誕生日記念

ありがとうございます。 来年はついに古希か！

②昨日、 佐世保ロータリークラブで卓話させられました。 テー

マは 「建築士会長としての熊本地震」 と 「お祭り男の佐世保

まちづくり」 でした。 牛島ガバナー補佐に負けないように急

に初めてパワーポイントを作りました。

なんと、 私の為にニコニコ４７名の方がしていただきました。

当クラブの会員の数以上でビックリ！佐世保ロータリークラブ

に感謝します。 良い経験でした。

竹本 慶三君
「はっぴいＦＭ」 の春のタイムテーブルが出来ました。 皆様

のセルフボックスに入れさせていただいてます。

今回は朝長市長からもメッセージをいただいています。

御一読ください。

古川　直記君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

井上 亮君
明日２１日、 ２２日弊社の展示会を卸団地にて開催いたしま

す。 何も買わなくて良いので頭数合わせにご来場ください。

特にゴルフクラブが合わないで悩んでいる前田君、 本田君

お待ちしております。 うどん、 カレーも無料で食べられます。

野村 和義君
先週の土曜日の地区大会をゲスの極みドタキャンをしてしま

いました。 会長、 幹事、 大変申し訳ございました。

　　■ 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
　　並びにクラブ次期幹事研修セミナーの報告 ■

２０１７年３月２６日 （日） １３ ： ３０～

佐賀市　マリトピア 「大和の間」

会長エレクト （岩政　孝） ・ 次期幹事 （川

島千鶴） が参加してきました。

[ 内容 ] 
ＲＩ会長エレクト ・ ・ ・ イアンＨＳライズリー （オーストラリア）

第２７４０地区ガバナーエレクト ・ ・ ・ 駒井英基 （佐賀南ＲＣ）

第２７４０地区次期地区幹事 ・ ・ ・ 笠　慶宣 （佐賀南ＲＣ）

第 5 グループガバナー補佐 ・ ・ ・ 岩崎邦臣 （佐世保西ＲＣ）

第 6 グループガバナー補佐 ・ ・ ・ 前田和隆 （佐世保東ＲＣ）

２０１７－２０１８年度 ＲＩテーマ「ロータリー：変化をもたらす」
　

　数年前、 知り合った人からある質問をされました ： 「ロータリー

とは何ですか？」 シンプルであるはずのこ の質問に答えようと

口を開きかけたところで、 思わず止 まってしまいました。 どこか

ら説明してよいか分からな かったのです。 ロータリーとは何か

を、私が知らなかっ たわけではありません。 問題は、ロータリー

があまりに 大きく、複雑すぎて、簡単に説明できないことでした。 

ロータリーとは、 会員制の団体、 クラブを基盤とした団 体、 奉

仕を行う団体であり、 町ごと、 地域ごと、 そして全 世界で活動

する団体です。 その会員は、 地域社会のメ ンバー、 事業人、

お詫びに世界大会に行って来ますと言いたいところですが、

無理なので１,０００円ニコニコでお詫びといたします。

前田 眞澄君
今月、 誕生祝いと結婚記念日祝い、 ありがとうございました。

昨年は二つの祝いを１本でニコニコしていたのですが、 今年

は芥川委員長に 「前田さんは２本ですね」 と言われてしまい

ました。 気付かれてしまいました。 しぶしぶダブルでします。

因みにゴルフのスコアもダブルパーのオンパレードでした。

田中 啓輔君
先日、 黒島に仕事で行ってきました。 島内の移動のため、

岡幹事から車を借りたのでニコニコします。 ありがとうございま

した。

松田 啓伸君
先日は誕生日のお花をいただきありがとうございました。 １８日

で２８才になりました。 今年は皆さまから強くすすめられてい

るので婚活を頑張ります !
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エレクトと参加して来ました。

　次年度の国際ロータリー会長　イアンＨ．Ｓ． ライズリー氏の

国際ロータリーテーマは 「ロータリー ： 変化をもたらす」 多様性

に対する変化対応　未来の夢計画という事で、 ２００７－２００８

年度ガバナー野口 清氏ロータリーの歴史と共に変化をして来

たお話がありました。

　地区運営方針は次年度地区幹事 笠 慶宣氏から 「地域社会

にも変革を！」 ・ ・ ・ 職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、

努力し取り組むという事で、 ６つの課題が提示されました。

　①クラブセントラルにクラブ活動を登録

　②人道的奉仕にもう一度目を向ける

　③ロータリーの公共イメージと認知度向上

　④会員増強　５０人未満―純増１名　５０人以上―純増２名

　⑤ロータリー財団への年次寄付目標　

　　　一人平均１５０ドル / 年間 (１８,０００円 )

　⑥米山記念奨学生への寄付目標　　

　　　一人平均１６,０００円 / 年間

　ガバナーエレクトは 駒井　英基氏です。 ガバナー補佐１０名

から抱負が語られ、 地区委員６部門１８委員会３小委員会の紹

介がありました。

また、 行事予定や研修、 予算などが説明されました。

研修後、懇親会も行われました。 さぁ、いよいよスタートします。

皆様、 ご協力どうぞよろしくお願い致します。

職業人であり、 現役で仕事をする人も いれば、 定年退職した

人もいます。 そして、 世界のほぼ すべての国で活動していま

す。 １２０万人の会員一人ひと りが、独自の目標と優先を掲げ、

一味違った経験をして います。 一人ひとりが、 ロータリーを独

自の解釈で理解 しているのです。

　私にとってロータリーとは、 「どのような団体か」 では なく、 「何

をしているか」 で定義されます。 すなわち、 ロ ータリーが私た

ちに与えてくれる可能性、 そして、 その可 能性を有意義かつ

持続可能な奉仕によって実現する 方法によって、 定義される

のです。 ロータリーには、 １１２年の豊かな歴史があります。 こ

の間にロータリーは、 徐 々に成長し、 成熟し、 会員と地域社

会の変わりゆくニ ーズに対応しながら、 ある意味で大きく変わり

ました。 しかし、 その根底にあるものは同じです。 それは、 地

域 社会と世界に変化を生みだしたいという願い、 そして、 ロー

タリーを通じてそれを実現できるようになった人が 集まった組織

だということです。 「ロータリーとは何で すか」 という問いに、

私たちは行動をもって答えます。 奉仕を通じて変化をもたらす

ことによって。

　組織として、 私たちは、 ロータリーとは何か、 何をするの か

を世界に理解してもらうことが、 いかに重要であるか を認識し

ています。 同時に、 各クラブがロータリー奉仕 を独自に定義

することが、かつてないほど重要であると 自覚しています。 ロー

タリアンである私たちは、 これまで よりも柔軟に、 クラブの例会、

活動、 発展の方法を決定 でき、 また、 もっと多くの女性や多

様な会員を迎え入れ て、 地域社会の特色をクラブに映し出す

ことに力を注 いでいます。 長期の計画、 持続可能な奉仕、

全レベル でのリーダーシップの継続性を重視することで、 ロー

タ リーが世界有数のボランティア組織であり続けるよう 努力して

います。

 

　２０１７－１８年度、 「ロータリーとは何ですか」 という問い に、

私たちは 「ロータリー ： 変化をもたらす」 というテー マで答えま

す。 それぞれどのような方法で奉仕すること を選んだとしても、

その理由は、 奉仕を通じて人びとの 人生に変化をもたらせると

信じているからです。 新しい 遊び場や学校をつくる、 医療や

衛生設備を改善する、 紛争仲裁者や助産師を研修するなど、

私たちはその活 動が、 人数が多かろうが少なかろうが、 誰か

の人生を より良くしているのだと知っています。 ロータリー入会 

のきっかけが何であれ、 私たちがロータリーにとどまり 続けるの

は、 ロータリーで充実感を得ることができるか らです。 この充

実感は、 毎週、 毎年、 「変化をもたらす」 ロータリーの一員で

あることから湧き出てくるものなの です。 

　　　　　　　　　　　　　　　２０１７－２０１８年度国際ロータリー会長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イアン H.S. ライズリー 

川島 千鶴次期幹事
　３月２６日 （日） １３ ： ３０から佐賀のマリ

トピア 「大和の間」 で、 会長エレクト研修

セミナー並びにクラブ次期幹事研修セミ

ナーがあり、 次年度幹事として岩政会長

ＳＡＡ：大久保厚司君

次回例会／４月２７日１２：３０～

次回献立／カツカレー、ポタージュ、サラダ
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