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本日の出席率７５％：会員数４５名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員（７）２名・ビジター５名

前々回の修正出席率９０％：出席３０名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席２名

　本日は、 駒井 英基ガバナーを

お迎えしての例会です。

　先週の例会で、 前田 和隆ガバ

ナー補佐に佐世保中央ロータリー

クラブの現況を説明させて頂き、

駒井 英基ガバナーにご報告をし

て頂いております。

　先程も 11 時半より懇談会をさせ

て頂きました。 我クラブの評価点は 90 点とお褒めを頂きました

が、 残り 10 点分のご指導を頂きましたので次週にでもご指摘い

ただいた点を皆さんと共に勉強していきたいと考えます。

　この後、 駒井英基ガバナーにご講演を頂く訳ですが、 我々が

知らないロータリーを沢山教えて頂く事になりますので 「佐世保

中央ロータリークラブです！」 の精神で多くの事を勉強させて頂

きたいと思います。

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

１．例会変更　
　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　①日時　１０月２４日 （火）　１２：３０ ～

　　　　　 場所　海上自衛隊佐世保資料館　※職場訪問例会のため

　　　　②日時　１０月３１日 （火）　１８：３０ ～

　　　　　 場所　セントラルホテル佐世保　　　※夜例会のため

　　  ≪休会≫

　　　　  　日時　１０月１０日 （火）　　　　

国際ロータリー２７４０地区ガバナー　駒井　英基様

第６グループガバナー補佐　　　　　　前田　和隆様

地区幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　笠　慶宣様

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・２０１７年１０月のレートのお知らせ

　 　　　　２０１７年１０月のロータリーレートは、 １ドル＝１１２円

　　　　　　　　　　　　　　   参考 ) ９月ロータリーレート :１０９円

　　■ガバナー事務所
　      ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

           １． 「世界ポリオデー」 の計画を立てよう

           ２. ロータリーのニュースレター 『学友リーダー会報』

　　■2017-2018 年度　ガバナーエレクト事務所
　      ・２０１７-２０１８年度 地区委員選出のお願い

　　■海上自衛隊佐世保地方総監
　      ・自衛隊記念日　記念式典 ・ 祝賀式出席のお願い

　　■西部方面混成団長兼相浦駐屯地司令　中澤　剛様
　      ・ 創立 62 周年記念行事終了のお礼

３．依頼・伝達
　　　特になし

クラブビジョン委員会 芥川 圭一郎君
　北朝鮮の暴走に対し、国際連合（国連）

が制裁を可決してます。

　その国連が出来る際に、 ロータリーが

関与しておりました。

　１９４５年に国際連合憲章採択のため開

催されたサンフランシスコ会議に、 ロータ

リーがオブザーバー機関コンサルタントとして招集され国際連

合創立に重要な役割を果たしました。 参加した５０か国のうち３

２か国でロータリー活動が運営されており、 各国の代表団と技

術顧問団に２７名のロータリーアンが別途参加していました。

　　　

佐賀南ロータリークラブ　　　　　 　　　秀島　宣雄様

佐世保ロータリークラブ　　　　 　　　　黒江　章雄様



第1272回　平成29年9月28日号　P2 .

本日の合計　　　　    38,000 円

本年度の累計　　　 328,000 円

国際ロータリー第 2740 地区ガバナー　駒井 英基様
本日はよろしくお願いいたします。

佐世保ロータリークラブ 黒江 章雄様
佐世保ロータリークラブの黒江 章雄 （くろえ ふみお） です。

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。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
国際ロータリー第２７４０地区ガバナー　駒井 英基様

ガバナー補佐　前田 和隆様

地区幹事　笠 慶宣様

ガバナー随行者として、

佐賀南ロータリークラブ　秀島 宣雄様

佐世保ロータリークラブ　黒江 章雄様

本日のご来訪誠にありがとうございます。 　

本日はガバナー公式訪問で駒井 英基ガバナーのお話で

す。 どうぞよろしくお願いいたします。

西村 浩輝君
９月２４日に唐津市体育館で開催された、 スポーツ吹矢佐賀

県大会で初段 ・２段の部に出場し、 所期の成績をおさめまし

たので、 ニコニコします。

芥川 圭一郎君　浅野 訓一君　井手 陽一君　牛島 義亮君
大久保 厚司君　岡 光正君　片桐 康利君　崎元 英伸君　
崎山 信幸君　指山 康二君　竹本 慶三君　田雑 豪裕君　
田添 直記君　田中 啓輔君　南部 建君　西村 浩輝君
野村 和義君　馬場 貴博君　前田 眞澄君　松田 啓伸君
馬渡 圭一君　溝上 純一郎君　宮﨑 正典君　宮﨑 祐輔君
八重野 一洋君　山口 裕之君　山瀧 正久君　吉野 英樹君
四元 清安君

国際ロータリー第２７４０地区ガバナー　駒井 英基様、

訪問誠にありがとうございます。 全員でニコニコいたします。

ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／９月１７日１２：３０～

■ ガバナー公式訪問例会 ■

　　２０１７ -１８年度 国際ロータリー (RI)

会長イアン H.S ・ ライズリー率いる世

界 201 カ国 ・ 537 地区 ( 日本地区から

は 34 地区 ) から全ガバナーエレクトが

通例のサンディエゴに夫婦で集い、

年始１月１５日〜２１日までの１週間の

規定のガバナー研修を承けました。 こ

の研修はガバナーエレクトは必ず承けなければなりません。

　120 万人 ・ 八つの言語をもつ会員一人ひとりが、 独自の目標

と優先テーマを掲げ、 各々一味違った経験があるためロータ

リーに関して独自の解釈をもちますが、 本質は地域社会と世界

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構成を再認識

させられました。

　本年度、 RI テーマは 「MAKING A DIFFERENCE / 変化をも

たらす」 と決まり、 そして、 2740 地区テーマは 『 地域社会に

も変革を！ 』 としました。

　創始者 ポール ハリスが週 1 度 「炉辺会談」 と名付けて集会

したロータリーには、 112 年の豊かな歴史があります。 週 1 度

の例会は友情作りの場です。 他のクラブとの違いは、 国際連

合との密接な協力関係が続いて実行してきたことです。 歴代の

米国民主党出身の大統領は全てがロータリアンであったこと、

特に 第 32 代大統領フランクリン ルーズベルトは自身がポリオ

罹患者であったことや第二次大戦中から戦後の世界平和に向

かい、 Collect, End Polio, Transform, Inspire の理念を重要視

してきました。 この 4 理念の内、 現在、 紛争地区以外はほぼ

ポリオ絶滅に至っており、 ポリオに変る事業を各地区から提案

して欲しいとのことです。 例えば、 異なる宗教論をもつ世界に

共通する 「平和の主体」 を人類の英知に基づく教育システム

等に費やしていければと思います。

　２７４０地区に限らずロータリアンは 親睦、 仕事の高潔性、 多

様性、 仕事は奉仕の心、 リーダーシップの 5 項目を重視し

１. クラブ間のサポートと強化 ( 2740 地区の平均クラブ人数 34 名 )

　① 効果的な戦略計画を立案、 実施するクラブと地区を増やす

　② 会長賞受賞クラブ数を増やす

　③ クラブ会員基盤の多様性を高める

　④ 多様な人々の加入を目指して、 会員増強を図る　

２. 人道的奉仕の重点化と増加

　⑤ ポリオ撲滅という世界の子供たちへの約束を果たす

　⑥ 人道的分野における奉仕活動を支援して、 学友や財団に

　　　関する知識と参加を増やす

　⑦ 財団への年次寄付と恒久基金への寄付を達成する

　⑧ 財団寄付およびクラブ会員増強と奉仕の目的をロータリー

　　　セントラルにて提出するクラブ数を増やす

３. 公共イメージと認知度の向上

　⑨ ロータリーの人道的奉仕の影響を明確に伝えられるように

　　　するため、 データーを集めて奉仕時間と寄付を数量化する

　⑩ ロータリーの人道的奉仕が世界にもたらす影響に関する　

        ２０１７-１８年度　国際ロータリー　テーマ
　        ロータリー ： 「変化をもたらす」

　        ＲＯＴＡＲＹ： 「ＭＡＫＩＮＧ　Ａ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ」

            ２０１７-１８年度　国際ロータリー　
            ２７４０地区　駒井 英基 ガバナー
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ＳＡＡ：田雑豪裕君　次回例会／１０月５日１２：３０～

【駒井英基ガバナーとの懇談会の様子】

　　　資料をクラブや地区に提供する

　⑪ ポリオ撲滅におけるロータリーの役割と財団の次世紀に

　　　向けた 「世界で良いことをする」 計画の周知を図る

　⑫ 多様なメディアを通してロータリーを紹介するようクラブと

　　　地区に奨励する

　以上の観点から佐世保中央ロータリークラブは 90 点を超えて

いると思います。 　

　更に職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、 地区運営方針と

して クラブセントラルにクラブの活動を登録。 人道的奉仕にもう

一度目を向ける。 ロータリーの公共イメージと認知度の向上を

目指す。 ロータリーの公共イメージと認知度の向上を目指す。

　会員増強の目標として会員 50 人未満のクラブ純増 1 名、 会

員 50 人以上のクラブ純増 2 名、 ロータリー財団への年次寄付

目標一人平均 150 ドル / 年間と米山記念奨学会への寄付目標

一人平均 16,000 円 / 年間を通年の目標としてください。

　最後にロータリーの樹 ・ 2017 として 根 ; クラブ奉仕、 幹 ; 職

業奉仕、 枝・葉 ; 社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕、 花 ; ロー

タリ財団へと置き換えて、 ロータリーの更なる発展へて繋げてく

ださい。
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