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本日の出席率７７.３％：会員数４７名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員７名・ビジター０名

前々回の修正出席率８８.８８％：出席２５名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席５名

　3 月は弥生、 草木が弥生い茂る

季節です。 「桜月」 や 「花見月」

ともいわれるそうですが、 先週 21

日の 「新旧合同理事会兼ねて花

見の会」 は見事に桜の開花時期

を外してしまいました。 山瀧 PP や

野村副会長に大変なお世話をして

頂き、 花見はかないませんでした

が楽しい会になりました。 終始焼き物係をして頂いた岡田委員

長、 早くから準備をてつだってくれた岡委員長ごくろうさまでし

た、 そしてなによりも、 桜のない中で会に花を添えて頂いた奥

様方にお礼を申し上げます。

　今日は３月最後の例会になります。 年度替わりで忙しいところ

に、 年号が替わるということで何かと気ぜわしくしていらっしゃる

かと思いますが、 またいっぽうで卒業や入学など新生活の始ま

る嬉しいニュースも多い時期です。 ニコニコを通してお知らせい

ただければ幸いです。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更・休会
　　＊佐世保ロータリークラブ
　　　　　日時　４月３日 （水） １８：３０～

　　　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　　観桜例会の為

　　＊佐世保西ロータリークラブ
　　　　　日時　４月２日 （火） １９：００～

　　　　　山暖簾　　観桜会の為

　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　　日時　４月２２日 （月） １８：３０～

　　　　　しゃぶせん　　夜例会の為

　　　　　休会： 　４月３０日 （火） （定款第８条第１節）

２．来信
　　　■国際ロータリー日本事務局

　        ・ ４月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝110 円

　　　■ガバナーエレクト事務所

　        ・ 次年度ＲＩ会長写真等資料

　　　　■佐世保北ロータリークラブ

　　　　　 ・ 事務局休業のご案内　３月２５日 （月） ～４月１日 （月）

　　　　■北松浦ロータリークラブ

　　　　　 ・ 創立５０周年記念式典、 祝賀会　列席の御礼

国際奉仕委員会　片桐 康利副委員長
　来る４月１０日より２日間釜山蓮山ＲＣの式典に公式に出席して

参ります。

　今回の参加メンバーは、 崎元会長、 芥川幹事、 四元委員長、

八重野さん、 岡さん、 宮﨑正典さん、 有吉さん、 井出さん、

倉科くん、 片桐の計１０名で訪問いたします。 旅行の手配は、

西肥バス様にお願いをしています。

　当日は、 宮﨑正典さん、 井出さん、 倉科君、 片桐が車を出

して、 参加される方をお迎えに行きます。 現在の予定ですが、

７時出発、 福岡国際空港９時着、 11 時出航、 12 時釜山着の

予定です。 釜山蓮山ＲＣメンバー数は、 １８人です。 （内１人

女性） 当日は、 空港まで喜んで迎え行きますとの返事を頂きま

した。

　今回の式典は、 創立２８周年となられます。

式典懇親会終了後は、 できうる限り早く釜山の方を巻いて、 プ

ライベートな時間を作り、 八重野さん、 宮﨑さん、 岡さんお勧

めのプランに、 乗っからせて頂き、 釜山の街とマッサージを楽

しんでいきたいと思います。

　２日目は、 定番のアワビ粥、 流行の料理などを楽しみながら、

お土産を値切って購入し、 時間があったらマッサージでしめた

いと思います。

　今のお話に興味が出られた方は、 まだまだ、 飛び入り参加

は可能ですので、 ぜひ私までご連絡ください。

　最後に、 お土産等を渡されたい方、 もしかしたら昨今の社会

情勢についてお手紙をお渡しされたい方いらっしゃいましたら

ご自身の名前を記入したものを、 ４月９日 （月曜日） までに、

私にお預けいただければとお願いいたします。

中央会　馬場 貴博幹事
３月１６日におこなわれました、 来たＲＣ、 東ＲＣとの対抗戦に

於いて、 中央ＲＣが見事優勝いたしました。 結果スコア―が知

りたい方は私にお尋ねください。 また、５月２６日に行われます、

８ＲＣの親睦ゴルフにご参加頂ける方は、 馬場迄ご連絡くださ

い。
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本日の合計　　　　   15,000 円

本年度の累計　　　  630,000 円

クラブビジョン委員会　池永 隆司副委員長
ロータリー月間について。

　会員名簿の中に１年間の行事予定表があります。 その中の

例会プログラムは、 幹事とプログラム担当で作成しますが、 ロー

タリーの行事・ロータリー月間に基づいて行います。

　そのロータリー月間についてですが、２０１４－２０１５年度迄と、

２０１５－２０１６年度以降から現在とでは、 半分ほど内容が変

わっています。 後ほど比較してみてください。

　今月３月のロータリー月間ですが、以前は 「識字率向上月間」

でしたが、 現在は 「水と衛生月間」 となっています。 理由を調

べた所、 １９９３年、 国連総会で３月２２日を 「世界水の日」 と

することが決議されました。 国連は加盟国に対して、 この日に

各国で活動を企画するよう薦めており、 水や水資源の持続可

能な開発に関連する取り組みを行う国連機関も様々な企画を催

しています。

　そしてロータリーは、 ２０１４年１０月 RI 理事会で、 重点分野

である 「水と衛生月間」 である３月を地域社会における安全な

水の公平な提供、 衛生設備や衛生状況の改善、 持続可能な

水設備と衛生設備の設置、 資金調達、 維持管理を地域住民

が行っていくための能力向上、 安全な水と衛生の重要性につ

いて、 地域住民の認識を高める為のプログラム支援、 水と衛

生に関連した仕事に従事することを目指す専門職業人のため

の奨学金支援を強調する月間と定めました。

　ロータリーが３月を 「水と衛生月間」 と定めているのも国連の

「世界の水の日」 に由来していると思われます。

　3 月　3 日　溝上純一郎・京子　 ご夫妻
　3 月 23 日　宮﨑　正典・美佐子　ご夫妻
　3 月 30 日　崎元　英伸・ジン　  ご夫妻
　3 月 30 日　四元　清安・千晴　  ご夫妻

昭和 25 年 3 月　7 日　橋口　佳周  君
昭和 32 年 3 月 12 日　筒井　琢磨  君
昭和 16 年 3 月 21 日　福田　英彦  君
昭和 37 年 3 月 22 日　八重野一洋  君
昭和 27 年 3 月 26 日　井上　亮   君

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
開花宣言が発表され、 桜がようやく咲き始めました。 ３月最

終週、 年度末とあわただしい日々、 皆様はいかがお過ごし

でしょうか？本日は、 南部会長エレクトによります、 ペッツ報

告と地区より依頼が来ております。 全員アンケートを行いま

す。 南部会長エレクト・アンケートへのご協力、 よろしくお願

いします。

山瀧 正久君
先日の花見　お疲れ様でした。

溝上 純一郎君
結婚記念のお花ありがとうございました。 初めて直接いただ

きました。 北と東の３クラブ対抗戦、 おかげさまで勝利する事

が出来ました。

井上  亮君
６７回目の誕生日　有難うございます。

崎元 英伸君
３７回目の記念日です。 彼女の忍耐に感謝します。

四元 清安君
結婚記念日の記念品、 ありがとうございます。

馬場 貴博君
先月１６日に行われました、 北 RC、 東 RC の対抗戦にて、

中央 RC が見事優勝いたしました。 又、 私も対抗戦にて準

優勝を頂きましたので、 一緒に回って頂いた田雑さん、 南部

さん、 川島さんに感謝申し上げます。

芥川 圭一郎 君
先日の２５日より、 娘が地区事業でハワイ１０日間の旅へ出発

しました。 色んな事を経験して帰ってきてくれると思います。

良い経験のチャンスに感謝します。

吉野 英樹君
３月１６日開催の中央会において強豪ひしめく中優勝する事

が出来ました。 皆様の頑張っていらしたので私の頑張りが少

し上回ったということでニコニコします。

筒井 琢磨君
誕生日の御祝いありがとうございます。 ４２歳になりました。

健康に注意してロータリー活動も頑張って行きたいと思いま

す。
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　３月１７日に、 諫早の L＆L ホテルセンリュウで　次年度会長、

幹事研修セミナーに行って来ました。 当日は山口幹事の体調が

良くなかったので、 私一人で行ってきました。

　１３時３０分に千葉ガバナーエレクトの点鐘で始まり、 １７時近く

まで研修を受け１７時から懇親会がありました。 終わったのが１９

時でしたのでいささか疲れました。

　研修の内容については、 次年度 RI 会長　マークダニエル　マ

ロニー会長の 「ロータリーは世界をつなぐ」 をテーマに　国際ロー

タリーと地区 ・ クラブとの関係について　千葉ガバナーエレクトよ

り心構えと方針を話されました。 そして　地区テーマ　チャレンジ

をしよう！ （変化 ・ 活性化　つながる　伝える） を実践してくださ

い　との話しをされました。

マロニー会長エレクトの強調事項

　新ビジョンに沿って、 より大きなインパクトをもたらし、 参加者

の基盤を広げ、 参加者の積極的な関わり合いを促し適応力を高

めること

そのための協調事項は４つ

１、 ロータリーを成長させる

　　①大きなインパクトのある奉仕プロジェクトの実施

　　②会員基盤の成長　成長のない２０年間の反省

　　　　（退会者を減らす、 職業分類制度の活用、 高齢化対策、

　　　　会員の参加促進、 新しい会員モデル、 新クラブの創設）

２、 家族

　　①すべての行事に家族の参加を認める （国際協議会）

　　②若い人は家族を大切に考える

３、 忙しいロータリアンにもリーダーとなれる道を開く

　　①リーダーシップの文化を変える

４、 ロータリーと国連との歴史的な関係に焦点を当てる

　　　パートナーシップの強化

　　　持続可能な開発目標の焦点

１） 人々が手を取り合うのを促す

２） インターアクト　ローターアクト　ロータリークラブ会員間及び

　　 他のロータリー活動の参加者間の積極的参加、 協力を強化

　　 する

３） ポリオ撲滅活動においてロータリーとロータリアンが果たして

　　 いる活動を広く伝える

４） 地区財団活動資金 （DDF） を充分活用することで、 地区補

　　 助金、 グローバル補助金、 ポイオプラス、 ロータリー平和　

　　 センターの資金とし、 地域社会　及び海外プロジェクトを増

      やす

第６回クラブ協議会

ＳＡＡ： 田中 啓輔君　　次回例会／４月４日　１２:３０～

会長エレクト 南部 建 君　

地区の重点事項

１、 アンケート調査による結果を次年度事業計画に取り入れる

２、 財団寄付推進、 寄付ゼロクラブゼロの継続、 地区補助金の  

　　 活用

３、 地区大会において、 ポリオ撲滅バザー募金を行う

４、 海外姉妹クラブとの交流

５、 グループ内　クラブの交流

６、 ロータリーアクトクラブ　新クラブ創設

７、 次世代の若いリーダー育成

８、 交換留学、 奨学生、 青少年保護に力を入れる

９、 SNS を活用し、 ロータリーの活動を広く発信する
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