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本日のビジター紹介

幹事報告
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本日の出席率 75.61％

前々回の修正出席率 97.56％

会員数　　　　　　41名
出席　　　　　　　31名
欠席 (免責0名 )　 10名
ビジター  　　　　   0 名

出席　　　　　　　 35名
メークアップ　　　　5名
出席規定除外　　　　0名

様こんばんは。先週
は内海和憲ガバナー

補佐訪問例会・クラブ協議会
でしたが、各委員長の皆様の
活動報告有り難うございまし

た。来週は鈴木泰彦ガバナー公式訪問と桜の記念植樹式
です。皆様ご出席の程、宜しくお願い致します。
　今年度がスタートし 2ケ月半が経ちますが、毎回出席率
85％以上でした。しかし今日は会場を見渡しますと初めて
80％を切っているのではないでしょうか。しかし富永博美
君が病気から立ち直って 1ケ月ぶりに出席されています。
賑やかになりました。不死身の富永博美君に拍手をお願い
します。今日9月11日はアメリカの9.11テロ事件の日です。
もう7年前になるんですね。その1年前にアメリカに渡っ
たのがイチローです。今日4安打の固め打ちで、8年連続
200本安打まで後 10 本になりました。イチローは凄いで
すね。それに比べ日本の世間では、福田総理の突然の辞任
でドタバタしています。ロータリー会長は 12ｹ月務めるの
ですが、安部前首相と連続で短命の、たった11ｹ月での突
然の辞任です。自民党総裁選候補が乱立で、賑やかになっ
てはきましたが、どうなることでしょうか。景気を早く戻し
て下さい。

　さて、中央ロータリークラブは、事業活動真っ盛りです。
内海和憲ガバナー補佐訪問例会の２ｹ日後9月6日の土曜日
は、恒例の第13回目の白浜海水浴場クリーンアップ清掃活
動を開催致しました。竹本社会奉仕委員長と八重野地域発
展・青少年委員長始め委員会の皆様有り難うございました。
鶴田明敏パスト会長率いる潮見少年ソフトボールチームと、

八重野委員長率いる崎岡少年剣道チームの38名の子供達
と、子供達の引率の父兄の方そしてロータリーメンバー21
名と家族の皆様と、72名の参加を頂き、ここ数年としては
一番沢山の参加ではなかったかと思います。
　参加された皆様有り難うございました。子供達と一緒に、
清掃活動や、崎山君の進行での環境問題についての学習活
動は有意義だったと思います。又はっぴぃ!ＦＭとＴＶ佐世
保の取材もあり、中央ロータリークラブの広報活動も出来
たのではないでしょうか。特にＴＶ佐世保の放映では、長富
職業奉仕委員長が社会奉仕委員長ではないかと間違える
程沢山ＴＶに映っていました。
　バーベキューの後解散し、皆様バスで帰られたのですが、
竹本社会奉仕委員長と崎山君と田代御夫婦と指山夫婦と
私の孫と、何となく白浜に残りましたが、ビールがなくなっ
ていましたので、田代君のご長男一家に、白浜までビールを
持って来てもらい、ビールを飲みながら、白浜の綺麗な自然
と接しながら、心地よい風を感じてきました。私はビールが
来るまでの30分間、孫と２人で白浜の砂浜で遊んでいまし
たが、ロータリーの忙しさの中の癒しの時間でした。孫との
忘れられない思い出づくりが出来ました。楽しい時間でし
た。次の日の9月７日の日曜日は2740地区の国際奉仕委員
会とロータリー財団・米山奨学の研修セミナーに平岩委員
長と西村委員長と３人で武雄まで行って参りました。会場
に行きますと、何と司会進行は田代君でした。ガバナー事務
所の財団奨学・学友担当副幹事として４時間の司会進行を
して頂きました田代君、白浜に続いて連日お疲れ様でした。

　本日の卓話はその国際奉仕委員会です。宜しくお願い
致しまして会長挨拶と致します。

皆
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委員会報告

幹事報告

本日の卓話

ニコニコボックス
＊指山康二 会長・崎元英伸 副会長・岩政孝 幹事
９月６日の白浜清掃活動には、沢山のメンバーに参加して頂
きありがとうございました。 なにより、竹本大委員長・八重
野委員長には綿密なスケジュールを組んで頂き、すばらし
い活動だったと感謝しております。本日は国際奉仕委員会
担当で卓話をお願いしております。よろしくお願い致します。

＊富永 博美　君
この度、皆様には大変な御心配をおかけしまして申し訳御
座いませんでした。又、さっそくの暖かい御見舞いいただき、
重ねてお礼申し上げます。おかげ様で回復も早く、後遺症も
なく仕事もロータリーも復帰する事が出来ました。皆様への
感謝を込めてニコニコをさせて頂きます。尚、今後に付きま
しては、せっかく拾った命ですので、夜の町は少し節制を、
と今は思っております。

＊中村 貴　君
富永さんご退院おめでとうございます。今後夜の街では一
緒にのみながら、自分がつぶれないようにしながら、セーブ
役になります。宜しくおねがいします。

・特定非営利活動法人ロータリー日本財団
　　　　　　　　　　　　　　　   岩井 敏　理事長 
　特定非営利活動法人ロータリー日本財団解散のお知らせ

・させぼ桜の会
　させぼ桜の会設立記念パーティー開催について(ご案内)

・地区大会事務局 
　地区大会のご案内
　 11月8日(土) 記念親睦ゴルフ大会　会場 ：佐世保CC
　 11月14日(金) RI会長代理歓迎晩餐会
　 　会場 ：HTBホテルヨーロッパ内／レンブラント・ホール
　 11月15日(土)～16日(日) 本会議
　 　会場 ：アルカスSASEBO
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１.　例会変更

２．来　　信

　有田ロータリークラブ
　　10月14日 (火 )12：30～ → 10月14日 (火 )18：00～
　　場所：未定／観月例会のため

八重野 一洋　地域発展・青少年委員会
9月6日白浜海水浴場クリーンアップ活動の報告とお礼

地区国際奉仕部門
米山記念奨学会クラブ委員長
　　　　　　　　研修セミナーの報告
平岩 義明　国際奉仕委員長
西村 浩輝　ロータリー財団・米山記念・国際交流委員長

　　　　　||ロータリー財団セミナー||
ロータリーは設立100年の時を経て、今大きな転換期
を迎えているようです。2007年規定審議会で、国際ロー
タリー財団の使命、標語、優先事項に関する決議が提
出され、採択されました（07-116）
使命：ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への
　　　支援を高め、貧困を救済することを通じて、世
　　　界理解、親善、平和を達成できるようにすること。
標語：『世界でよいことをしよう
　　　　　　　　　　（Doing good in the world. )』
　　   これは、アーチ・クランクがロータリー財団設立
　　　 のとき述べた言葉です。
優先事項　・すべてのプログラムと運営を簡素化する
　　　　　　こと
　　　　　・プログラムの成果も内容も未来の夢計画
　　　　　　に沿ったものにすること
　　　　　・地区レベル、クラブレベルにおいてロー
　　　　　　タリー財団へより一層参加し、ロータリー  
　　　　　　財団を自分たちの財団と自覚すること

９月７日武雄センチュリーホテルで開催された地区国
際奉仕部門・米山記念奨学会クラブ委員長研修セミナー
に参加しましたのでビデオを使って報告いたします。

本日の合計　　　　　　14,000円
本年度の累計　　　　 274,000円



7月誕生日会員

7月結婚記念日会員
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本日の卓話の続き

次回例会　　9月 18日 ( 木 )　 12:30～
次々回例会　9月 25日 ( 木 )　 12:30～
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優先事項　・プログラムの目標達成のために十分な資
　　　　　　金と人材を提供すること
　　　　　・未来の夢計画を支える効果的な方策を開
　　　　　　発すること

余りにも細分化した財団のプログラムをより簡素化し、
より大規模で長期的にその成果を持続できるプロジェ
クトにシフトしていくということです。

||ロータリー財団・学友セミナー||

Ｑ１．米山記念奨学会は、米山梅吉翁が海外の
　　 青年を支援するために設立した　　　　　
Ｑ２．米山記念奨学事業は、国際ロータリーが定
　　  める正式な活動である　　　　　　　　
Ｑ３．特別寄付は一口１０万円以上　　　　　
Ｑ４．特別寄付金は所得税が軽減される　　　
Ｑ５．米山奨学生を引き受けるには、ホームスティ  
　　 が必要である　　　　　　　　　　　　
Ｑ６．米山奨学生はアジアからの留学生に限って
　　 いる

>>よねやま○×クイズ<<

*正解は欄外にあります。

｜クイズの正解｜Q1：X　Q2：○　Q3：X　Q4：○　Q5：X　Q6：X

2008～2009年度
国際奉仕部門セミナー・プログラム

13：00～13：10　開　会

　　　　　　　　 点　鐘

　　　　　　　　 国歌・ロータリーソング斉唱

　　　　　　　　 役員紹介

13：10～13：20　ガバナー挨拶　　　 　　　    　　　     ガバナー　鈴木 泰彦

13：20～13：30　国際奉仕活動について　      国際奉仕統括委員長　常多　勝巳

13：30～14：30　ロータリー財団セミナー　    ロータリー財団委員長　森永　太

14：30～14：40　休憩

14：40～15：40　財団奨学・学友セミナー　   財団奨学・学友委員長　笠　義宣

　　　　　　　　 体験発表

　　　　　　　　 学　友　2003～2004年度　教育学・心理学

　　　　　　　　　　　　ウェールズ大学(イギリス)　　　　　　戸上　真由子

　　　　　　　　 奨学生　2007～2008年度　開発経済学

　　　　　　　　　　　　オークランド大学(ニュージーランド)　    堀田　彰子

15：40～16：20　GSEセミナー　　　　　                  GSE委員長　山田　晃

　　　　　　　　 体験発表「現地リポート」

16：20～16：40　質疑応答　　　　　　　　                           　 常田　勝巳

16：40～17：00　講評　　　　　                               ガバナー　鈴木　泰彦

17：00　　　　　 閉会
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