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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）
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徒向けにプロ野球大洋ホエールズ監督の関
根潤三氏の講演会を開催するなどの活動も
実施しています。この事業が評価され、
1994年には法務大臣の表彰も受けています。
　佐世保更生保護婦人会からは、愛の手帳
の贈呈がありました。矯正施設ということ
でロータリアンが直接かかわることは難し
いのですが、長年に亘りこの様な支援活動
を続けている事からも、佐世保ロータリーク
ラブの歴史を感じることが出来ました。
　先週は岩崎ガバナー補佐をお迎えしての
クラブ協議会でした。本日は駒井ガバナー
をお迎えしてのガバナー公式訪問例会で
す。RIライズリー会長のメッセージならび
に駒井ガバナーの地区運営方針など、貴重
な話があります。ご清聴頂きますようお願
い申しあげます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
　第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
○ゲスト
　第５グループガバナー補佐
	 岩崎　邦臣さん
　地区幹事	 笠　　慶宣さん
○ビジター
　佐賀南RC	
　地区大会実行副委員長	 神代　　剛さん

	 会長　富永　雅弘
　先ずもって、九州北部の豪
雨災害で被災された皆様にお
見舞いとお悔やみを申しあげ
ます。
　先日、佐世保学園の意見発
表会に出席してまいりました。佐世保学園
は初等および中等の少年が共同生活を送っ
ている矯正施設で、九州各地より現在約30
名の少年が在籍しています。所謂、少年院
といわれる所ですが、あくまでも社会へ戻
るための矯正施設であり、刑に服し罪を償
う刑務所ではありません。従って在籍者に
前科が付くことはありません。
　今回は4名の生徒が意見発表をしまし
た。全員が大変礼儀正しく緊張感をもっ
て、罪を犯した反省と社会復帰に向けた決
意を、約5分間のスピーチを暗唱して堂々
と発表していました。聞いているほうも、
自然に背筋が伸びる大変良い発表会でした。
　佐世保ロータリークラブは1982年より表彰
という形で支援を続けています。当初の発
表会は表彰がなかったので、更生保護婦人
会の方と相談して少しでも生徒の励みにな
ればと始めたのがいきさつと聞いておりま
す。その後、生徒のはり絵の作品展や、生
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　参加いただいた皆様、ありがとうござい
ました。　　
出席者／富永雅弘会長、坂元　崇幹事
　　　　池田真秀副幹事
青少年奉仕委員会委員会　西村一芳委員長
ローターアクト委員会
　木村公康委員長、松本英介さん
　河原忠徳さん、安福竜介さん
インターアクト・青少年活動委員会
　有薗良太委員長
　髙田俊夫さん、草津栄良さん
招待：	西海学園高等学校インターアクトク

ラブ、長崎国際大学RAC　

　また、7月13日㈭19時から長崎国際大学ロ
ーターアクトクラブの例会を開催いたします。

	 親睦活動委員会　安福　竜介
○今月の誕生祝い
　松本　英介さん（1日）
　田中丸善弥さん（4日）
　中村　徳裕さん（6日）
　福田　金吾さん（15日）
　德川　晃尚さん（16日）
　廣瀬　章博さん（17日）
　赤木　征二さん（25日）
　木村　公康さん（27日）
　池田　真秀さん（28日）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
国際ロータリー第2740地区
2017-2018年度ガバナー　駒井　英基さん
　本日はお世話になります。

■安部　雅隆さん
　長崎国際大学　准教授
　推薦者：福田　金治	会員
　　　　　（カウンセラー）
　　　　　橘髙　克和	会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　この度、佐世保ロータリークラブに入会
させていただきました長崎国際大学の安部
雅隆と申します。
　歴史あるクラブに入会が叶いましたこと
を光栄に感じますとともに、クラブ及び地
域の発展のために今後精一杯寄与したいと
決意新たにしております。
　まだまだご指導いただかなくてはならな
いことが多い未熟者ですが、何卒よろしく
お願い申しあげます。

	 幹事　坂元　　崇
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　小沢　一彦さん
　①	2017年度上期普通寄付の要請がきてお
ります。

　②『	ロータリー米山記念奨学会	50年のあゆみ』
発刊のお知らせ

　　限定	3,500部、1冊	1,800円（送料込み）

２．佐世保北ロータリークラブ
	 	会長　峯　徳秀さん
　「	クラブ現況と活動計画書	報告書」が届
いております。

ローターアクト委員会	 安福　竜介
青少年奉仕委員会 合同委員会 
開催報告
　去る7月5日㈬、青少年奉仕
委員会の合同委員会（ローター
アクト委員会、インターアク
ト・青少年活動委員会）を開催いたしまし
た。活動内容を確認するとともに、委員同
士の親睦を深めることができました。

ニコニコボックス

委員会報告

幹 事 報 告

入　会　式

慶　　　祝
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富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、安部　直樹パストガバナー
福田　金治ガバナーエレクト、山縣　義道パスト会長
増本　一也パスト会長、米倉洋一郎SAA
橘髙　克和パスト会長、古賀　　巖会長エレクト
　国際ロータリー第2740地区	 2017-2018年
度	駒井英基ガバナーの公式訪問を歓迎して
ニコニコします。

安部　直樹さん
　本日は、愚息	雅隆が入会しました。宜し
くご交誼の程、お願い致します。

福田　金治ガバナーエレクト、増本　一也パスト会長
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、米倉洋一郎さん
古賀　　巖さん、大神　吉史さん
松尾　慶一さん、福田　金吾さん
森　　信正さん、橘髙　克和さん
石田　謙二さん、大久保利博さん
梅村　良輔さん、坂本　　敏さん
　新会員	安部雅隆さんの入会を歓迎してニ
コニコします。

親睦活動委員会　坂本　　敏さん
　先週の例会にて、私がもっとも信頼して
おります廣瀬副委員長が、よりによって私
の名前を間違えて発表されたことに対し、私
委員長として責任を感じ、ニコニコさせて
もらいます。（今年度出席例会委員長の平尾
幸一さんがそうしようと言われましたので）

前田　恭宏さん
　長期入院で、皆様にご迷惑をお掛けして
申し訳ございませんでした。

松本　英介さん、田中丸善弥さん
中村　徳裕さん、福田　金吾さん
德川　晃尚さん、廣瀬　章博さん
木村　公康さん、池田　真秀さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

国際ロータリー第2740地区
2017-2018年度

　ガバナー　駒井　英基さん

　実を言いまして、佐世保ロータリークラ
ブはお訪ねする時に私が一番緊張するクラ
ブの一つです。それではお話しをさせてい
ただきます。
　2017〜2018年度の国際ロータリーのテー
マは「ＭＡＫＩＮＧ　Ａ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ」
公式訳で「変化をもたらす」、ＲＩの考え方
としては「ロータリアンも時代に即して変
わっていこうよ」というニュアンスが６割
程度はありそうです。基本的にできるとこ
ろから手を付けていくことが大事です。私
は地域が今後変わっていくような種蒔きが
できたらよいなあと思っています。
　ロータリーには戦略計画というのがござ
いまして、2017〜2018年度の目標につきま
しては、優先項目として「クラブ間のサポ
ート強化」があります。佐世保ロータリー
クラブにおかれましては会員も80人いらっ
しゃいますし、あまり関係なさそうに見え
ますけど、佐世保市内には人数が20人台の
クラブもおありになるようですので、よそ
のクラブのサポートもしていただけたら良
いのかなあと思っております。
　そして次の優先項目としては「人道的奉
仕の重点化と増加」、いろいろな活動をロ
ータリーはしていますが、人道的奉仕をも
っと増やしてほしい。地区としては今年か
らはモンゴルでの肝炎対策に取り組んでい
きたいと考えて財団を中心に動いておりま
す。そのような事業をこれから３年間は続
ける予定にしております。各クラブ単位で
も、身近にある人道的奉仕活動をお願いい
たします。
　ここでＲＩがどこのクラブがどんな活動
をしているか把握できないという状況があ
ります。

ガバナー卓話

ニコニコボックス	 本日合計	 　51,000 円

	 累　　計	 133,000 円
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　幸いなことにロータリーの標準語の中に日
本語がございます。会員が何人増えたかと
いうことも含めてクラブセントラルにクラブ
活動の登録をぜひ行ってほしいと思います。
　次の優先項目は「公共イメージと認知度
の向上」です。ロータリーは良いことをし
ているのですが、残念なことに市民・県民
のみなさんは知らないのです。多様なメデ
ィアを通してロータリー活動の実態を広く
知っていただけるような取り組みが必要だ
と考えております。みんな頑張っている
よ、汗も流しているよというところを知っ
てもらいましょう。
　佐世保ロータリークラブは歴史がある素
晴らしいクラブです。これからも多くの会
員を育てていただいて、佐世保地区の核と
してご活躍いただきますように心から願い
まして、私のつたないガバナー訪問の卓話
とさせていただきます。ご清聴ありがとう
ございました。

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：德川　晃尚）
（カメラ担当：田中　信孝）

＊7〜8月  例会卓話者予定＊

７月26日	 	長崎県プロフェッショナル人材戦略
拠点「プロナ」

	 	 マネージャー　渋谷　　厚	様

８月２日	 会員卓話　中川　知之さん
	 (なかがわ歯科医院　理事長）

８月９日	 会員卓話　木下　貴夫さん
	 （西部ガス㈱　佐世保支店長）

８月16日	 指定休会日

８月23日	 佐世保市副市長	 山口　智久	様

８月30日	 English	Academy	Cultivate代表
	 	 中尾　李沙	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／7月18日㈫　17:00〜　
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／7月13日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

ロータリー ： 「変化をもたらす」
ROTARY  ：「MAKING A DIFFERENCE」

2017-2018年度  国際ロータリー  テーマ＆ロゴ

「　根　」＝『クラブ奉仕』
「　幹　」＝『職業奉仕』
「枝・葉」＝『社会奉仕』

『国際奉仕』
『青少年奉仕』

「　花　」＝『ロータリー財団』

ロータリーの樹・2017


