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　今日から新年度の始まりです。 巷の桜もほぼ満開となり、

新しい門出を祝うかのようにさわやかな春を感じる今日この

頃です。 春と言えば今日は春の選抜高校野球ベスト４の試

合が繰り広げられていますが , 残念ながら九州代表は敗退

してしまいました。 しかし沖縄代表の興南高校が残っていま

すので是非優勝を目指して頑張って欲しいものです。 プロ

野球も先週２６日にセリーグの開幕試合がありましたが、 我

が愛する阪神タイガースも好調な滑り出しとなりました。 今

シーズンから阪神の一員となった城島選手の活躍で見事な

勝利を勝ち取りましたが、 お立ち台でのインタビューでは第

一声目で長崎県佐世保市から来ました城島です。 と、 言っ

てくれました。 嬉しいことだと思いませんか？今後のより一層

の活躍を期待いたします。

　さて、 今日は桟猪一郎ガバナー補佐の最後の訪問卓話

となっています。 ガバナー補佐におかれましては残り三カ

月となりましたが、 最後まで健康に留意をされご指導をお

願いいたします。 また、 偶然ですが今日は高木地区幹事

もお見えです。 この後時間を頂き地区幹事からもお話を頂

きたいと思います。 来週は韓国釜山蓮山ＲＣの

創立記念例会に総勢２７名でお祝に行って

きたいと思います。

幹事報告
幹事／池永 隆司 君
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１． 例会変更

　　ありません。

２． 来　　信

　・ガバナーエレクト事務所より

　　2010～2011年度 「地区協議会」 開催のご案内

　　日時　2010年5月15日(土)　　13：00開会

　　場所　焱の博記念堂

　　出席義務者　会長、クラブ奉仕担当委員長、

　　　　　　　　　　職業奉・社会奉仕・国際奉仕担当委員長

　　　　　　　　　　新世代担当委員長、米山奨学担当委員長
　　　

　・ハウステンボス佐世保ロータリークラブより

　　「障がい者雇用優良事業所及び優良勤労障がい者表彰式」

　　出席のお礼並びにクラブ分担金振り込みの依頼

　・釜山蓮山ロータリークラブより

　　釜山蓮山ロータリークラブ創立記念例会日程表並びにお尋ね

　・陸上自衛隊相浦駐屯地 宮本　修一第三教育団長兼相浦駐屯地司令　

　　観藤会のご案内　

　　日時　4月22日(木)　18：30～20：00

　　場所　相浦駐屯地 「つくも庭園」

３． 伝達・通知

　　 ありません。

本日のビジター紹介
　 第 6 グループガバナー補佐　　　　　桟　猪一郎様

　 地区幹事　　　　　　　　　　　　　　　　 高木　義和様

会長：井上 亮／副会長：平岩 義昭／幹事：池永 隆司創立：1990年9月29日／認証：1990年10月22日
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ニコニコボックス
親睦活動委員会／瀬戸浩君

第６グループガバナー補佐　桟　猪一郎様

本日は最後の訪問となります。 一年間駄弁にお付き合い

いただきありがとうございました。

地区幹事　高木　義和様

ポリオ撲滅ご寄付と会員増強ご協力のお願いを申し上げ、

佐世保中央ロータリークラブ様のご発展を祈念申し上げます。

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事

本日より世間一般は新年度の始まりで街はフレッシュマンが初々

しさで満ちあふれていることでしょう。 私もフレッシュマンに負け

ず劣らず、 先週は４連チャンで夜の街に出ました。 私の場合は

初々しさというよりも惰性に近いものがあります。 お付き合い出

来る方、 ウェルカムですので、 どうぞ申しつけ下さい。 本日の

卓話 第６グループガバナー補佐 桟猪一郎様のご来訪を歓迎致

します。 最後までよろしくお願いします。

崎元 英伸君

結婚記念日のお花、 ありがとうございました。

前田 眞澄君

皆さん、 こんにちは。 先週のプライベートのゴルフで、 な、 な

んとチップインバーディーを出してしまいました。 それはまるで石

川遼君を彷彿する光景だったそうです。 人生初めてのチップイ

ンバーディーを出したことに対しましてニコニコします。 もう二度

とない気がするのは私だけでしょうか。

本日の合計　　　　　　　11,000 円

本年度の累計　　　　 710,240 円

平素より 2740 地区第６グループ佐世

保中央ロータリークラブは井上会長を

はじめとしてご協力、 誠にありがとうご

ざいます。 本日は２点程お願い申し

上げます。

１． ポリオ撲滅のためのご寄付のお願い

　　ガバナー公式訪問例会時にご説明させて頂きました、 ポリ　

　　オ撲滅基金について、 １５クラブから２月の段階で１３５万集

　　まっておりますが、 ３年前のこの地区は３４２万でした。 ポリオ

　　に関したＤＶＤを出しております。 それをご覧頂き、 再度考

　　えて頂ければと思います。 関場会長はインドに出向いて視　

　　察されておりますが、 中央アフリカは２５ケ国、 インド、 アフ　

　　ガニスタンなどその国の経済性、 思考や状況などインフラの

　　問題も含めてポリオは拡大しており、 まだまだ撲滅には至り

　　ません。 寄付を宜しくお願い致します。

２． 会員増強のお願い

　　２７４０地区では会員数、 クラブ数、 女性会員などは第３ゾー

ンの中では少なく、 当地区は３０名以下のクラブは１０， ２０名以

下のクラブは４， １０名以下のクラブは１ございます。 ４０名位で

ないと活動に負担や支障がかかることなく活動できる人数かと思

います。 クラブ目標となるように佐世保中央ロータリークラブは３

名程の増員が必要ではないかと思います。 皆様のロータリアン

としての目で見て、 人格、 品格のある将来ロータリーに頭角を

現される方々に入会をして頂きたく思います。

地区からのお願い

高木 義和地区幹事

中央会
幹事・坂井 智照 君

委員会報告
国際奉仕副委員長・本田 実 君

４月８日から３日間釜山蓮山ロータリークラブ創立１９周年記念

式典出席のため訪韓します。 韓国での事故により保険をかけ

るかどうかの意思表示をする必要性があります。 １０００万円

で３,３００円程ではないかと思います。 ご本人で西村会員へお

願いします。 当日のバスの乗車位置は後ほどＦＡＸで連絡しま

す。 当日パスポートはお忘れ無なくご持参下さい。

３月２９日に５月２３日 ( 日 ) に開催されます、 佐世保市内８ＲＣ

親睦ゴルフ大会担当幹事・競技委員会議がありました。 場所

は佐世保カントリー倶楽部。 ダブルペリア方式で最大３６のハ

ンディです。 又北ロータリークラブとの対抗戦は５月８日 ( 土）

佐世保カントリー倶楽部で行います。上位５名、下位２名のトー

タルで決定します。

District2740 Sasebo Chuo Rotary Club Since 1990.9.29

事務局：〒857-0872佐世保市上京町3-2 セントラルホテル佐世保419号室　TEL.0956-25-5595/FAX.0956-25-3445　E-mail chuo.rc@theia.ocn.ne.jp　ホームページURL：http://www.sasebochuo-rc.net/



第923回例会　平成22年4月1日 (木 )/ゲスト卓話　 p.3

日本もデフレスパイラルに陥っ

ていますが、ロータリーも過渡

期に入っているのではないで

しょうか？これからのロータリー

の運営にガバナー、地区幹

事、各クラブの会長・幹事は

大変苦労のいるところであろうと思います。私事ですが 2 年前よ

りパソコンを始めましたが、パソコンでは書いた事がなかなか覚

えませんので、今後、７０歳以上の方はガバナー補佐に選ばな

いようにお願いします。先ずは引き継ぎ事項の重要性を述べた

いと思います。

　私もガバナー補佐を１年間しておりますが、引き継ぎはありま

せんでした。１２月に３０数名分の米山奨学生の審査資料がきま

した。また、先だってＩＭ( ガバナーの推奨事項ではありません ) 

がおこなわれましたが、ＩＭの報告も事務局に届いておりません。

ＩＭは予算と第４・５・６グループだけを廻るローテーションだけが

一人歩きしており、設問には良いものもあれば、そうでないもの

もありましたことからＩＭの意図と骨子が明確でないと思いました。

これらのことからも引き継ぎがあれば、より上手く運営できると思

います。

　歴史を振り返えりますと１３年前は地区のリーダーシッププラン

というものがあってガバナー補佐会議で決定したのですが、現

況は地区もクラブも引き継ぎが少し欠如しているので個々に運営

せざるを得ないと思います。グループを主体として考えた場合、

過去の行事の中で印象に残る事業や卓話などをまとめて 「ロー

タリーが如何に地区に統合・貢献するか !!」 は合理的な管理と

運営を基盤として成されるものと思います。

　第 6 グループは佐世保地区情勢をロータリークラブが一番理

解しているのですから、ガバナー補佐が各ロータリークラブ会長

を招集して引き継ぎながら、各地区の状況に見合ったに会議・

決議をシステム的に行ない、そのクラブや佐世保地区の貢献に

働きかけることが大事です。例えば、第 6 グループで韓国と姉

妹クラブは３クラブございますので，合同で会議することもいいの

ではないかと思います。これらの如く、ロータリーの継続性はい

かに整合性を保って地区や公共に目標を立てて貢献するかが

重要ではないかと考えています。それを基に地区会議ではガバ

ナー補佐会議で決議することがいいのではないかと思います。

2740 地区第 6 グループガバナー補佐　 桟猪一郎　君

　寄付につきましてはこのようなご時世でありますから、 思うほ

どは集まらないと思いますが、 国際ロータリーに貢献する国際

部会は地震や津波災害を受けた、 ハイチ ( 人口６８０万人 ) で

水が少ないことや日本にワインを輸出するチリ ( 人口１６８０万 )

等の災害を受けた国への義援金は十分な調査が必要だと思い

ます。

　

会員増強については地区に貢献するロータリーとクラブの目的

とプレゼンスをどうすべきかを企画する必要があります。 クラブ

に入って良かったと思う仕事、 仲間、 生き方を示せればいい

のではないでしょうか。 クラブ協議会で 伝統とは何か？ 人格と

は何か？ の問いに歴史的事柄を、 筋道を、 大義の起承転結

を正しく伝えるのではないでしょうか。 ロータリーはクラブ協議

会やクラブフォーラムという優れたシステムがありますので、 そ

の場で地域経済、 世界経済、 公共、 教育、 仕事、 人生観、

他国との国民性の違い、 地方財政や借入金、 授業院の育成

等、 様々な事を論議し合い知性を高めればいいのではないで

しょうか。 因に長崎県の予算は約７,０００億、 借り入れは１１,００

０億、 佐世保市の財政は約１ ,０００億、 借り入れは２ ,０００億で

自主財源は４４％、 依存財源５６％ ( 地方交付税２２％、 国庫

出資金 １３％、 基本税収２６％ ) です。 公務員を卓話に呼ん

でもっと佐世保を知らなければなりません。

　いずれにせよ、 佐世保も人口減となりますので地方財政や

仕事面で問題視せざるを得なくなります。 その為にもロータリー

が何らかの貢献をしていかなければならない事は、 今後益々

必要になってくるのではないかと思います。

ガバナー補佐 (Assistant Governor) の職務はガバナー・エレ

クトにより任命され、 指定されたクラブの運営に関してガバナー

を補佐する責務を担います。 全ガバナー補佐は、 指定された

クラブに対して、 次のような支援を行う責任があります。

　１） 次期クラブ会長と会い、 毎年クラブ・リーダーシップ・プ

　　　ランの推進、 実施、 見直しを行い、 クラブの目標につい

　　　て協議し、 「効果的なＲＣとなるための活動計画の指標」

　　　および章典の第 2.010.1 項 「機能の喪失」 を検討するに

　　　あたって助力なければならない。

　２） ガバナーの公式訪問に際して開かれる各クラブ協議会

　　　に出席します。

　３） 望ましくは１ヶ月に１度、 最低でもロータリー年度の各四

　　　半期に１度は、 各クラブを定期的に訪問します。 また、 ク

　　　ラブ会長やクラブ指導者に会い、 クラブの業務、 クラブが

　　　利用できる資料、 支援源、 およびクラブ資金を実務的に

　　　取り扱うことについて話し合います。

　４） クラブ指導者がガバナーの公式訪問の予定を調整し、　

　　　計画を立てるにあたって、 助力します。
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　５） クラブの進捗について常にガバナーに知らせるとともに、

　　　ロータリーの発展をし、 問題に対応する方法を提案します。

　６） クラブが、 ガバナーの要請や推奨事項を確実に実行す

　　　るよう奨励します。

　７） 適切な地区委員会と協力してクラブ・レベルの研修の調

　　　整を図ります。

　８） 地区リーダーシップとクラブ・リーダーシップ・プランを推

　　　進します。

　９） 地区委員会の選考に関して次期ガバナーに助言します。

１０） 地区大会およびその他の地区会合に出席するとともに、 こ

　　　れらへの出席を推進します。

１１） 必要であれば、 地区活動や行事に参加します。

１２） 招かれた場合、クラブの例会や協議会や行事に参加します。

１３） 地区チーム研修セミナーに参加します。

１４） 会長エレクト研修セミナーおよび地区協議会に出席します。

　　　

　ガバナー補佐は毎年任命されるものとし、 地区指導層の継

続性を図るため１年任期を３期まで務めることができるが、 そ

れ以上であってはならない。 元地区ガバナーをガバナー補佐

に任命しないことが推奨されている。 地区はガバナー補佐が

その任務と責務を果たすために使う資金の支援について決定

する責任がある。 ガバナーは章典 68.030.8 項に概略されてい

る通り、 ガバナー補佐の研修と支援のために限られた額の資

金をＲＩから受領する資格がある。

memo

次回例会　   ４月１５日(木)１２：３０～

次次回例会　 ４月２２日(木)１２：３０～

ＳＡＡ/本日の司会：前田　眞澄 君、音響：南部　建 君
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