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本日の出席率８８．０１％：会員数４５名・出席３３名・欠席５名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター２名

前々回の修正出席率８７．８０％：出席２９名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席３名

　悲しいお知らせをいたします。

　米国時間の７月１３日、 国際ロー

タリー会長エレクトのサム F. オオリ

氏が、 手術後の合併症により、 予

期せぬかたちで逝去されました。

オオリ氏は３８年間、 カンパラロー

タリークラブ （ウガンダ） の会員で

した。

　昨年、 会長に選出された際、 オオリ氏は 「相互の責任とお互

いを思いやる心という潜在的な価値観と中核的な信条を土台と

するロータリーは、 私の人生そのものとなりました。 ロータリーを

通じて誰かの生活をよりよくすることができ、 大きな満足感を覚

えます」 と語られていたそうです。 第１０８代国際ロータリー会長

としてのオオリ氏の任期は、 ２０１８年７月１日に始まる予定でし

た。

　オオリ氏のリーダーシップにより、 ウガンダでは２９年間で、 ク

ラブ数が９から８９にまで増えたそうです。 

　オオリ氏は、 ２０２０年までにウガンダの法人ガバナンスの原則

と慣習における卓越性を推進することを使命とした、 「Institute 

of Corporate Governance of Uganda」 の最高執行責任者を務め

る予定で、 それ以前は、 アフリカ開発銀行・ウガンダ商業銀行・

ウガンダ開発銀行のディレクターを歴任されました。 さらに、 ウ

ガンダ心臓機構、 アフリカ家族研究センター、 ムラゴ病院、 ム

コノ神学大学、 カンパラ市議会などのメンバーや委員長としても

活躍されていました。 最近では、 ホスピス ・ アフリカ・ ウガンダ

の副会長、 を務められていました。

　ライズリー国際ロータリー会長は、 「サムさんは、 多くの意味で

特別な存在でした。 このようなかたちで亡くなられたことは、 ロー

タリー、 サムさんの地元地域、 世界にとって大きな損失」 である

とし、 ロータリーはオオリ氏を称え、 記念基金を設立するそうで

す。

カンパラ （ウガンダ） にて執り行われる故サム ・ オオリ国際ロー

タリー会長エレクトの葬儀はウガンダ大統領の発表により国葬と

して執り行われます。

　葬儀は７月２５日 （火） 一般参列者のための故人との対面時間

が設けられ、 その後、 オオリ氏を偲ぶための特別追悼議会が

行われます。 ７月２６日 （水） には、 全ロータリアンが故人を追

悼するための会が行われます。 ７月２７日 （木） には、 葬儀のセ
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１．例会変更　
　　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　　　　 日時　８月８日 （火） １９：００～

　　　　　　　 場所　アルカスＳＡＳＥＢＯ　※納涼会のため　　　　

　　　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　　　　   日時　８月２１日 （月） １８：３０～

　　　　　　　 場所　ハウステンボスリゾート　

　　　　　　　　　　　 ローヤルクルーザー 「デハール」

　　　　　 　　　　　　　　　※　夏の家族会のため

          ＊佐世保東南ロータリークラブ

　　　　　　　 日時　８月２日 （水） １９：００～

　　　　　　　 場所　鰻処　なかむら　　※納涼例会のため

          ＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　　　　 ①日時　８月８日 （火） １８：３０～

　　　　　　　 　 場所　ホテルサンルート佐世保ビアホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※納涼例会のため

　　　　　　　 ②日時　８月２２日 （火） １２：３０～

　　　　　　　 　 場所　ハウステンボス 「トロティネ」

　　　　　　　　　　　　　　　　※レンブラントホール使用不可のため

佐世保南ロータリークラブ　　太田　博道 様

北松浦ロータリークラブ　　　 湊　浩二郎 様　

レモニーが午前９時より 「St. Paul Cathedral, Namirembre」 にて

執り行われます。 この葬儀には、 ディーン・ロース国際ロータリー

副会長がロータリー代表として出席されるそうです。 ロータリー世

界全体が深い悲しみに包まれています。

　オオリ氏を偲び、 その温かい人柄を称えつつ、 心からご冥福

をお祈りいたします。
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佐世保南ロータリークラブ　太田 博道 様
本日はよろしくお願いします。

北松浦ロータリークラブ　湊 浩二郎様
　佐世保中央ロータリークラブに初めてお世話になります。

　 ちょくちょく参りますのでよろしくお願いいたします

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
佐世保南ロータリークラブ 太田 博道様、 北松浦ロータリーク

ラブ 湊 浩二郎様のご来訪、 誠にありがとうございます。

本日は、 クラブ奉仕管理運営委員会による 「第一回クラブ

フォーラム」となっております。 テーマの「温故知新」に沿って、

佐世保中央ロータリークラブの歴史などロータリーのお話とな

ります。 どうぞよろしくお願いいたします。

岡田 文俊副会長
夏の風物詩となっている福石観音の千日祭のチラシが出来ま

した。 ご家族でのお参りをお待ちします。

田雑 豪裕君
７月２３日の黄綬褒章受章祝賀会にご参加頂き誠にありがとう

ございました。 おかげさまで、 無事に終了することができまし

た。 ロータリーの友情に感謝を申し上げます。

牛島 義亮君
最近、 佐世保南ロータリークラブの曽和君を中心にスキュー

バダイビングの人気が広まりつつあります。 昨日も佐世保ロー

タリークラブの芹野君も今はまっているという事でした。 それ

で、 私たち、 佐世保中央ロータリークラブスキューバクラブも

来月の１０日１１日に体験ダイブ４名、 ファンダイブ４名、 計８名

　　※休会案内　定款第８条第１節により

　　　　８月１４日 （月）　佐世保北ロータリークラブ

　　　　８月１５日 （火）　佐世保西ロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　８月１６日 （水）　佐世保ロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　　　佐世保東南ロータリークラブ

　　　　８月３１日 （木）　佐世保東ロータリークラブ

           

２．来　　信
　　■国際ロータリー
　　　　 ・ 人頭分担金請求書

　　　　 ・ 故サム ・ オオリ会長エレクト  葬儀のご案内

　　　　　　　葬儀は 7 月25日 （火） ウガンダにて

　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・２０１７年８月のレートのお知らせ　１ドル＝１１１円

　　　　　（７月ロータリーレート ：１１１円）

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・２０１７-１８年度地区補助金決定　1,818 ドル

　　　　　（1 ドル＝111円　日本円で 201,798 円）

　　　　 ・ ロータリー全国囲碁大会のご案内

　　　　　　日時 ：２０１７年１０月１４日 （土） １０時～１６時

　　　　　　場所 ： 東京 ・ 市ヶ谷　日本棋院本院

　　　　 ・ ガバナー月信８月号　送付

　　■2016-2017 年度　地区大会事務局
　　　 ・ 地区大会記念誌登録者記載　お詫びと訂正

　　　　〔訂正ページ〕　73 ページ　　第 7 グループ　大村 RC

　　　　　　誤） 小又　三正 ( 会長 )　→　正） 酒井　美克 ( 会長 )

　　　　　　誤） 酒井　美克 ( 幹事 )　→　正） 小又　三正 ( 幹事 )

　　　　 ・ 地区大会事務局、 7 月末閉鎖

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　■佐世保ロータリークラブ
         ・ クラブ現況、 活動計画および報告書の送付

　　■佐世保東ロータリークラブ
         ・ 第３回佐世保市内ＲＣ会長幹事会議事録の送付

　　■佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
         ・ 会員募集のお願い

　　■アルカス SASEBO より
         ・ アルカス SASEBO 情報誌 「コンパス夏号」 の送付

３．依頼・伝達
　　　 ・ ８月３日第１木曜日納涼家族例会となっております。

　　　　　大野発 17：30、 田子ﾉ浦発 17：20 となっております。

　　　 ・ ８月１０日は、 お盆前で特別休会となっております。

　　　 ・ スリランカ洪水被災義援金 ・ 北部九州集中豪雨被災義　

　　　　援金のお願い。 前の例会から引き続き、 皆様のご協力を

　　　　お願いしております。 前回休会されました方は、 是非とも

　　　　ご協力をお願いいたします。

　　　 ・ 本日は、 例会終了後、 理事会となっております。

　　　 ・ 会員名簿で訂正がございます。 訂正シールをお貼りしま

　　　　すので、 事務局員まで会員名簿をお持ちください

馬場 貴博 地区会員増強委員
 ２０１６－１７年度地区会員増強委員から報告です。

純増は４２名　地区のここ近年で最多の純増でした。

第６グループは、 他のグループの中でも一番の純増率でし

た。 ご協力ありがとうございました。

佐世保中央ＲＣダイビングクラブ　宮﨑 正典君
佐世保中央ＲＣダイビングクラブが発足しました。

会長：井上 亮君、 特別顧問：牛島 義亮君、 幹事 ：田添 

直記君、 運営幹事：宮﨑 正典です。 まず第１弾で８月１０日，

１１日で上五島に総勢８名でダイビング合宿に行きます。 第２

弾は沖縄遠征、 第３弾はパラオ遠征と決まっていますので、

ダインビングに興味のある方は、 どんどんご参加下さい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＡＡ：牛島 義亮君

　次回例会／８月３日１８：３０～（納涼例会：はな一）

クラブフォーラムとは何ですか。（年間９回開催）

クラブ協議会とは何ですか。　　  （年間９回開催）

　　　　　　Ａ， 全会員を対象とする公式の会合

本年度の佐世保中央ロータリークラブのスローガンはなんで

すか。

　　　　　「温故知新」 佐世保中央ロータリークラブです！　

　　　　　「以て師となるべし」 ？

岩政会長のＣＬＰ（クラブリーダシッププラン） の新たなる組織改

革の新五大奉仕委員会のクラブ運営の要であるのがクラブ奉仕

管理運営委員会です。

ロータリーの基本は 「奉仕と親睦」

「出席といふ美しい友愛」　

「温故知新」 佐世保中央ロータリークラブで、「会員数」と「組

織表」　を見比べましょう！　（別紙資料参照）

ロータリークイズ　　⇒　　新入会員セミナー開催

１.五大奉仕部門とはなんですか？

　　　　Ａ， クラブ奉仕　 ・ 　職業奉仕　 ・ 　社会奉仕　

　　　　　　　国際奉仕 ・ 青少年奉仕

２ . ロータリークラブ会員義務の３つの内、例会出席・会費

の納入・そしてもう１つは？

　　　　Ａ， ロータリー雑誌の購読

３.【クラブ奉仕管理運営委員会】３つの委員会を言えますか？

　　　　Ａ， クラブビジョン委員会 ・ 親睦例会活動委員会

　　　　　　　式典例会 ・出席委員会

指山 康二クラブ奉仕
管理運営委員長

で五島の海に潜ってきます。 ９月には皆様に五島の海の中

の写真をお見せする事が出来ると思います。

池永 隆司君
誕生日プレゼントありがとうございます。 ６１歳になって井上さん

に髪の毛の色も近づいてきました。

本日の合計　　　　   20,000 円

本年度の累計　　　 141,000 円

欠席の時はメイクアップをし、 他のクラブと友好を深める！

ニコニコを出来るだけ多く投函し会員皆さんに、 情報を共有して

親交親睦を深める！

例会の席の配置ローテーションのアイデアを出し固定せず親睦

を深める！

佐世保中央ロータリークラブは楽しいクラブ！？

会長を２回しない佐世保中央ロータリークラブ！

死ぬまで佐世保中央ロータリークラブ会員でいたい！　

■第 1 回クラブフォーラム■
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