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本日の出席率７９.０９％：会員数４７名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.８２％：出席３２名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席８名

　先週末１６日、 １７日に行われた

地区大会も開会時に点鐘がないと

いうハプニングはあったものの、

福田ガバナーらしいスマートな運

営の大会だったのではないでしょ

うか。 参加して頂いた皆さん有難

うございました、 また全員登録へ

のご協力にも感謝いたします。

　ロータリーの会合が点鐘で終始するのは、 世界標準ではなく

日本独自のものらしいのですが、 ガバナー公式訪問のときにも

持ち込まれていた、 あの金色の立派な鐘のことを思えば， 開会

点鐘であの鐘を鳴らせなかったのは遺憾なことであったろうと思

います。

　大会では RI 会長賞と会員増強特別表彰の表彰を受けました。

マイロータリー１００％登録も、 退会なし３名増強も岩政パスト会

長はじめ前年度の業績です、 マイロータリー登録には事務局の

今村さんにも大変頑張っていただきました。

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。
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”アットホーム” 中央で良かった！

佐世保東ロータリークラブ　　緒方 大輔様

１. 例会変更・休会
　　　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　　日時　１２月１０日 （月） １８：３０～　忘年クリスマス会の為

　　　　場所　ハウステンボス　ホテルヨーロッパ

クラブビジョン委員会　岡 光正委員長
　こんにちは。 ロータリー情報の時間です。 　

　先日の地区大会にて 「海上自衛隊音楽隊」

の演奏会があり、 ジャズをテーマとし、 坂道の

アポロンの曲や、 NHK 大河ドラマ 「せごどん」

の曲など、 素晴らしい演奏で大変感銘を受けました。 ２年前の

崎永ガバナーの長崎市開催の地区では 「活水中学校 ・ 高等

学校吹奏楽部」 の演奏があり、 これも大変感銘を受けた事を

覚えております。 この吹奏楽部は、 ２０１５年に吹奏楽の指導

者として大変有名な藤重　佳久先生を迎えて創部された、 日の

浅いクラブです。 １８日に大阪で開催された 「全日本マーチン

グコンテスト」で高等学校の部で、見事ゴー

ルド金賞を受賞されました。 また、 中学校

の部では、 島原の 「小浜中学校」 が金賞

を受賞され、 長崎県はダブル受賞なりまし

た。 以上、 プチ情報でした。

左：ＲＩ会長賞

右：会員増強特別表彰

　　　　休会　１２月３１日 （月）　　　

　　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　　日時　１２月２２日 （土） １８：３０～　クリスマス家族会の為

　　　　場所　ホテルオークラ JR ハウステンボス

　　　　休会　１２月２７日 （木）

　　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　日時　１２月９日 （日） １８：３０～　クリスマス家族例会の為

　　　　場所　ホテルヨーロッパ　レンブラントホール

　　　　休会　１２月２５日 （火）

２. 来信．
　　　■2018-2019 年度　地区大会事務局

　　　　 ・ 地区大会記念ゴルフ　ゴルフ成績表

中央会　幹事 馬場 貴博君
　１２月１５日中央会のご参加、 よろしくお願いいたします
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本日の合計　　　　   8,000 円

本年度の累計　　　  433,000 円

■ 第４回クラブフォーラム ■

　　
　２０１３年、私が会長の時に釜山蓮

山ＲＣへ行っています。その時のスケ

ジュールを説明いたします。

４月１１日、ヨウォンオフィホテル

　　　　　（式典会場）釜山ロッテホテル

４月１２日　宿泊：ソウルミレニアムヒルトンホテル

　　　　　参加会員１２名、夫人５名

４月１３日　パジュアウトレット訪問後　佐世保着

３日間の食事の１回は日本食を入れた方がいいのではとア

ドバイスがありました。

ツアー代およそ７６０００円　

（飛行機・ホテル・ＫＴＸ・ツアー代を含む）

国際奉仕・ロータリー財団委員会
四元 清安 委員長

ＳＡＡ： 田中啓輔君

次回例会／１１月２９日　１２:３０～

佐世保東ロータリークラブ　緒方 大輔様　
本日はお世話になります。 宜しくお願いいたします。

山瀧様、 先日は東クラブの秋季行事で大変お世話になりま

した。 みかんとても美味しかったです。 どうもありがとうござい

ました。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 佐世保東ＲＣ緒方大輔様の来訪を心より感謝申

し上げます。

先週末の地区大会では、 多くの皆様にご参加をいただき、

無事に終了することが出来ました。 ありがとうございました。

本日は、 国際奉仕 ・ ロータリー財団委員会担当の第４回ク

ラブフォーラムです。 よろしくお願いします。

岡田 文俊君
皆さんに初めて 「させぼラボ」 のイベントの紹介をさせていた

だきます。

崎山 信幸君
私事で大変恐縮ですが、 ２週間後の 「励ます会」 皆様よろ

しくお願い申し上げます。 １２月お忙しい中、 ご出席を賜り励

まして頂ければ、 私自身勇気１００倍でございます。 ４期目へ

の挑戦！！しっかり頑張って参ります。 尚、 本日も公務 （委

員会） もため、 中座致しますことをお許しください。

　１１月１１日に開催された地区ロー

タリー財団セミナーのスライドを中心

に報告いたします。

　ロータリー財団へのご寄付は、シェ

アシステムと呼ばれる仕組みを通じて、人道的プロジェク

ト、奨学金、職業研修チームの活動を支える補助金に生ま

れ変わります。地区内のクラブからの「年次基金」へのご

寄付は、ロータリー年度末に、国際財団活動資金（WF）と

地区財団活動資金（DDF）に分けられます。

　地区は、寄付の３年後にこのDDFをクラブや地区、また

は財団のプロジェクトのために活用できます。DDFの半分

までを地区補助金として使用でき、残りをグローバル補助

金の申請、ポリオプラスやロータリー平和センターの支援、

他の地区への寄贈のために使うことができます。

　今年度の２７４０地区補助金承認決定額は、クラブ主催

２２事業、地区主催３事業で約６１０万円となりました。

　クラブ主催事業として、佐世保中央ロータリークラブの

事例では、特別支援学校とのコラボレーション事業があり

ます。

　地区主催事業としては、２つの国際事業と1つの奨学事

業が承認されました。

　グローバル補助金事業では、①ウランバートルRCとの連

携による肝炎対策、②ベラルーシRCとの連携による原発事

故による影響調査・支援の計画、③ネパールでの衛生・地

域開発が進行しています。

Ｒ財団・米山記念奨学委員会
浅野 訓一 委員長

　ロータリー米山記念奨学会について

外国人留学生を支援する民間最大の奨

学団体です。将来、母国と日本との懸

け橋になって国際社会で活躍する優秀

な留学生を奨学する事を目的としています。

優秀とは・・・学業・異文化理解・コミュニケーション能

力に優れた人材

採用数は年間７８０人・事業費１３億円

世界１２５の国と地域、累計１９８０８人（２０１７年現在）

＊学部課程ロータリー米山記念奨学金…月額10万円

　大学の学部３.４年、医・歯・獣医学部５.６年を対象

＊修士課程ロータリー米山記念奨学金…月額14万円

　大学院修士課程１.２年を対象

＊博士課程ロータリー米山記念奨学金…月額14万円

　大学院博士課程２.３年、

　医・歯・獣医学系博士課程３.４年を対象

＊地区奨励ロータリー米山記念奨学金

　高等専門学校専攻・専修学校高度専門士課程：月10万円

　上記以外の指定校在籍者：月額7万円 

地区米山記念奨学委員会
本田 実君

親睦例会活動委員会　松田 啓伸委員長
　１２月１１日 （火） にハウステンボス　ロイヤルクルーズ デ・ハー

ルにて、 忘年例会を開催いたします。 例会日が変更になって

おりますので、 お間違えの無いようにお願いします。

　多数のご参加お待ちしております。
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