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本日の出席率８０％：会員数４８名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員７名・ビジター２名

前々回の修正出席率８８.３７％：出席２９名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席５名

　皆さんこんにちは、 そして佐世

保東ロータリークラブの皆さんようこ

そいらっしゃいました。 例会場の

移動にご理解をいただきましたこと

に感謝申し上げます。

　本日は、 国際ロータリー第２７４０

地区福田金治ガバナー公式訪問

例会を佐世保東ロータリークラブの

皆さんとご一緒に開催出来ることを

大変な緊張感もありますが、 光栄なことだと思っています。

　佐世保東ロータリークラブさんは例会を重ねること２５００回以上

の大先輩クラブです。 ２年前に創立５０周年の記念事業を行わ

れましたことはまだ記憶に新しいところです。 ２年後に創立３０周

年をむかえる私たちはいろいろな形でお手本にさせていただき

たいと考えています。

　この度の佐世保東ロータリークラブさんとの合同でのガバナー

公式訪問例会が会員の皆さんのロータリーへの意識を高める良

い機会となりますことを祈念いたしまして歓迎の挨拶とさせてい

ただきます。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。

〒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

”アットホーム” 中央で良かった！

佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様

佐世保南ロータリクラブ　西沢 雅幸様

左から

* 佐世保中央ＲＣ

　　　崎元 英伸会長

* 佐世保東ＲＣ

　　　川中 裕二会長

* 国際ロータリー 2740 地区

　　　福田 金治ガナバー

*2740 地区第６グループ

　　森山 隆明ガナバー補佐

* 増本 一也地区幹事

　皆様こんにちは。 本日はガバ

ナー公式訪問例会に数多くの会

員の皆様のご出席をいただきまし

て有難うございます。

　また、 合同例会開催にあたり中

央ロータリークラブの会員の皆様

には、 準備段階からご尽力いただ

きました事を、 この場を借りて、 感

謝申し上げます。

　先程、 ガバナーとの食事会の中で、 来月開催されます 「全ク

ラブ会員を対象とする研修会」 について質問させていただきま

した。 この研修会は今年度ガバナーの重点事業でありますが、

初めての開催との事でロータリアンにロータリーの基礎を改めて

教えていただける機会となる事と思っております。 研修会開催の

目的をお聞きしたところで、 先月、ＲＩから送られてきたロータリー・

ブランドニュースというメールの記事を思い出しました。 記事によ

りますと 「ロータリーとは何ですか？」 と聞かれたら、 皆様はどう

お答えになりますか？という内容のものでした。 私も、 短く、 か

つ平易な言葉で説明するにはまだ推敲を重ねなければならない

と感じています。 「ロータリー」 という名前を聞いた事のある人が

増えている一方で、 ロータリーについてよく理解していない入会

候補者や支援者が多いことが最近の調査で分かっています。

ロータリーがどのような団体であり、 地域社会で何をしているの

かを知らない人が、まだ大勢います。 調査対象者の60％近くが、

自分の地元地域にロータリークラブがあることを知らないと回答し

ているそうです。

佐世保中央 RC 会長 / 崎元 英伸君 佐世保東 RC 会長 / 川中 裕二君
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本日の合計　　　　   53,000 円

本年度の累計　　　  200,000 円

国際ロータリー２７４０地区 ガバナー 福田 金治様
地区幹事　増本 一也様

本日のガバナー公式訪問例会、 佐世保東 RC ・ 佐世保中

央 RC の皆様にはお世話になります。 合同例会の開催に

は、 両クラブのご協力を頂き大変感謝致しております。 こ

れから私どもは、 地区大会や数々の地区事業に全力を尽

くして参ります。 特に、 １１月１６日 ( 金） １７日 ( 土） の地

区大会につきましては、 佐世保市内８ RC の会員の皆様に

是非参加して頂きたいのでよろしくお願い致します。 引き

続き、 皆様のご支援、 御協力の程、 よろしくお願い申し

上げます。

佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様
佐世保RCの木下です。 本日はよろしくお願いいたします。

　そういった点からも、 福田ガバナーにおかれましては、 本日だ

けでなく、 今後も引き続き、 ご指導をお願い致しまして、 会長

挨拶とさせていただきます。 本日はどうぞ宜しくお願いします。

佐世保ロータリークラブ　西沢 雅幸様
佐世保南 RC の西沢です。 当クラブは明日が福田金治ガ

バナー公式訪問です。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 国際ロータリー第 2740 地区福田金治ガバナー、 第

６グループ　森山隆明ガバナー補佐、 増本一也地区幹事、

佐世保 RC 木下 貴夫様、 佐世保南 RC 西沢 雅幸様訪問

いただきまして、 ありがとうございます。 さて、 本日は、 福田

ガバナーより、 ロータリーの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。

田雑 豪裕君
初盆は多くの方にお参りいただき、 ありがとうございました。

精霊流しでは牛島さんを始め、 佐世保中央 RC のメンバー

の方にはお手伝いいただき、 ロータリーの友情に感謝いたし

ます。 また、 お手伝い頂きました、 ガバナーの御子息にもこ

の場を借りて御礼申し上げます。 本日のガバナー公式訪問

心より歓迎いたします。

岡田 文俊君
月初、 ８～１０日に開催されました福石観音千日祭は 9,000

人の参拝者を数え新記録になりました。ありがとうございます。

それもこれも、 会員の皆様のご賛助と潮見町鶴田公民館長、

他周辺の住民のお手伝いのおかげです。 来年もよろしくお

願いいたします。

崎山 信幸君
皆さん、 こんにちは！今週、 公務で日本を不在にしておりま

す崎山です。 現在、 佐世保市と姉妹都市を結んでいます、

コフスハーバー （オーストラリア） に来ています。 姉妹都市３

０周年記念で、 自民党会派を代表し、 記念式典 ・ 交流会な

どの行事に同行しております。 ２２日 （水） 夕刻にコフスハー

バーロータリークラブの例会が開催されるとのことですので、

出席できればと考えております。 本日２３日はシドニーに移動

し、 聖和女子学院の姉妹校にての演奏会に同行しておりま

す。 ２５日 ( 土 ) に佐世保帰着です。 冬のオーストラリアから

厳しい暑さの日本に想いをはせながら、 ニコニコ致します。

馬渡 圭一君
１５日の精霊流し、 皆様お疲れ様でした。 不謹慎な言い方

になりますが、 精霊船を引いたのは初めての経験で、 楽し

かったです。 田雑さん、 大変お世話になりました。 また、 ご

ちそうさまでした。

会員一同
福田 金治ガバナーの公式訪問、 心より歓迎いたします。

１．例会変更・休会　
　　　　佐世保東ロータリークラブ

　　　　　９月１日 （土） １８：３０～　ホテルオークラ JR ハウステンボス

　　　　　　　　　　　　　※納涼家族例会の為

２．来信
　　■ロータリー米山記念奨学会

　　　　 ・ ハイライトよねやま 221 号　発行のお知らせ

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 全クラブ会員を対象とする研修会及び懇親会のご案内

　　　　　　日時　９月１８日 （火） １６：００～　

　　　　　　場所　九十九島ベイサイドホテル＆リゾート　フラッグス

　　　　　　スケジュール　 15 時　受付開始

　　　　　　　　　　　　  　 　16 時　開会

　　　　　　　　　　　　  　 　18 時　セミナー閉会

　　　　　　　　　　　　　　　 18 時 30 分～ 20 時 懇親会

                                                       （会費：一人５０００円）

　　　　 ・ 職業奉仕セミナー開催について

　　　　　　日時　9 月8日 （土曜） １４：００開会

　　　　　　場所　武雄センチュリーホテル

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

              ①2017-2018 年度 YEP 留学生レポート

　　　■2018-2019 年度　地区大会事務局

　　　　 ・ 2018-2019 年度　地区大会のご案内

　　　■佐世保西ロータリークラブより

　　　　 ・ 第 4 回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会のご案内

　　　　　　日時　9 月12日 （水）　１８時３０分～

　　　　　　場所　セントラルホテル佐世保
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ＳＡＡ： 宮﨑正典君

次回例会／８月３０日１２ ： ３０～

　　国際ロータリー２７４０地区
　　　ガバナー　福田 金治様

（1）ＲＩ会長の新年度運営方針

サンディエゴで行われました国際協議

会で、ＲＩ会長のバリン・ラシンさんが

ＲＩテーマ、「BE THE INSPIRATION（イ

ンスピレーションになろう）」を発表されました。

国際ロータリーのその後の説明で、「インスピレーション」

は日本では一般的に「ひらめき、思いつき」に訳されてい

ますが、「鼓吹、激励、実行」という意味もあるということで、

「インスピレーションする人になろう」という解釈をしてく

ださいと言われました。

●国際ロータリーの運営方針

①2017 年９月に発表された「ロータリービジョン声明」に

従ってＲＩは活動するので、各クラブもこの声明に伴って

活動して下さい。

②１０月２４日は「ロータリーＤＡＹ」なので、その日に

合わせて各クラブで事業をして欲しい。

③全員の「マイロータリー」への登録の促進。

④クラブの活動実績の外部への広報。

⑤ＲＡＣのクラブ数・会員数を現在の倍にする。

（2）地区運営方針の説明

①地区独自のテーマは作成できませんので、国際ロータリー

のテーマを地区のテーマとします。

②ロータリー財団への年次寄付は、年間一人当たり 150 ド

ル、米山記念奨学会への寄付は年間一人当たり16,000円を

目標にします。

③各クラブに会員増強の目標は設定しませんが、退会防止

が会員増につながると思いますので、退会防止の努力をし

ます。

④公式訪問は、原則４０名以下クラブは２クラブ合同の公

式訪問とします

⑤担当クラブ訪問は、上期に２回して頂き（クラブ協議会・

公式訪問）、下期は担当クラブより訪問要請が無い時は、ク

ラブへ２回ほど、なにか相談事はないか聞いて頂く様にし

ております。

⑥ICGF（IM）「都市連合一般討論会」の開催については、各

ガバナー補佐の判断にお任せします。開催される場合の

ICGF（IM）の内容は、ロータリーと関係のある内容にして

頂きます。

⑦公式訪問の際、当日公式訪問の前に行っている、会長・

幹事、会長エレクトとの懇談会は原則行いません。

⑧地区委員会が主催する「セミナー」「研修会」出席義務者

は、地区委員会と直接関係のある各クラブの委員会の方だ

けに出します。会長・幹事の出席については、出席義務と

せず希望者だけにしています。

（3）地区主催事業の説明

①地区チーム研修セミナー

毎年２月に開催されており、「ガバナー補佐」と「地区委員長」

を対象として行われる研修セミナーです。

②会長エレクト研修セミナー

毎年２月か３月に開催されます。

クラブ会長エレクトを対象として、国際ロータリーの新年

度の運営方針の説明と「クラブ会長」の役割と責務につい

て研修します。

③地区研修・協議会

毎年、会長エレクト研修セミナーが終った３月か４月に開

催されます。

クラブの役員・理事・委員長を対象として各部門に分かれ

て、具体的な委員会の活動内容を研修します。

④地区大会

国際ロータリーよりＲＩ会長代理が地区大会に出席されま

す。以前は地区大会の開催日数、時間に規定がありましたが、

現在は特に規定が無いので大会は一日に終了されていま

す。

⑤ロータリー財団

「ロータリー財団」というのは、米国イリノイ州に設立され

た非営利財団法人です。運営については、ロータリー財団

管理委員会が行っています。

⑥米山記念奨学会

日本で最初に東京ロータリークラブを設立された米山梅吉

氏を記念して、最初は東京ロータリークラブ内の奨学金制

度でしたが、現在は日本全国のＲＣを対象とする日本国内

では、支給形式の奨学金制度としては最大の奨学金です。
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