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　これに対し、呉ロータリークラブの大之木
さんは『ロータリーの友』2017年5月号に「日
本でロータリーが急速に発展した背景には日
本の職業観がロータリーの職業奉仕と合致し
ていたからであり、ロータリーの理念は、い
わゆる人間一般の行為を律する道徳ではな
く、職業奉仕こそがロータリーの根本であ
る。五大奉仕に於いては職業奉仕が中心にあ
り、そこから他の四部門の奉仕の輪が広がっ
てゆくという見解があってもおかしくない、
国による考え方の違いを容認することがロー
タリーの歴史ではなかったか。この様な発想
のロータリアンはガラパゴスロータリアンと
して消え去るべきなのでしょうか」と投稿さ
れています。
　「ロータリーの樹」という図があります。
これはクラブ奉仕が根で、職業奉仕が幹で、
社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕が枝となっ
ています。私はこのロータリーの樹をイメー
ジして奉仕部門の関係性を理解していまし
た。私はクラブの組織編成に関わらず、正し
く職業奉仕はロータリーの根幹だと考えま
す。職業奉仕の捉え方について皆さんは如何
考えられますでしょうか。

〔報告事項〕
　1月13日㈯、ホテルオークラJRハウステン
ボスにて、佐世保南RC創立60周年記念式典・
祝賀会が行われ、会長、幹事で出席いたしま
した。記念事業として、アルカスジュニアオ
ーケストラへ制服が贈呈されました。
　また、当クラブに対し、スポンサークラブ
としての感謝状の贈呈がありました。

	 会長　富永　雅弘
　1月のロータリー月間は「職
業奉仕」となっています。私
がロータリーに入会した当時
は、「四大奉仕」という概念が
あり、「クラブ奉仕」、「職業奉
仕」、「社会奉仕」そして「国
際奉仕」がロータリーの四大奉仕と言われて
いました。その後、これに「青少年奉仕」ま
たは「新世代奉仕」が加わり、「五大奉仕」
となりました。当時はロータリークラブの組
織もこの奉仕部門に則って作られていました
が、近年はクラブリーダーシッププランによる
組織が推奨されており、奉仕部門の捉え方に
も変化があるようです。
　昨年の地区大会での「指導者育成セミナ
ー」では、日本のロータリー100周年委員会
の本田さんが「職業奉仕はロータリーの根幹
か？」という講演をされました。『ロータリ
ーの友』2017年1月号にも寄稿されています。
「世界では五大奉仕に順列は無く、職業奉仕
が根幹ではない、奉仕の実践が大切なのであ
り、現在では世界のロータリアンは職業奉仕
に特別な思い入れはない。日本のロータリア
ンが職業奉仕に固執すると『ガラパゴス化』
してしまい、世界の流れから取り残されてし
まう。RIは今後は社会奉仕に力を入れ『ポリ
オの撲滅』の後は『発展途上地域の貧困問
題』などに取り組む『戦略計画』や『補助金
モデル』を推進する方向であり、日本でも職
業奉仕についての認識を変える必要があるの
ではないか」という主張をされています。
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　登録料／18,000円
　　　　（昼食代、賞品代、懇親会費等含む）

４．�第2740地区�2017-2018年度�ガバナー事務所
　ホームページ更新お知らせ

５．2014〜16年元米山奨学生
	 	ブイ	チ	ティ	ビックさん

（ベトナム出身）
　年賀状　近況報告　2017年11月10日入籍

■出席・例会委員会	 委員長　平尾　幸一
創立記念日例会出席のお願い
　5週間後の2月21日㈬ 12:30
より、玉屋8階におきまして、
第67回創立記念日例会を開催
いたします。卓話は松本英介
会員にお願いしております。
　100％出席を目指したいと思います。皆様
のスケジュール表に創立記念日例会とご記
入、あるいはご入力ください。

■親睦活動委員会	 委員長　坂本　　敏
　来週 1月24日㈬、長寿祈願
祭、祝賀会が行われます。ご
参加よろしくお願いします。
　週間予報によると最低気温
0℃とかなり寒くなっており
ますので、防寒対策もお願いします。中村
副会長には一日大役を務めていただきま
す。よろしくお願いします。尚、親睦委員
会の皆様は10:00集合でお願いします。

■次年度地区幹事	 増本　一也
　次年度地区委員長会議（第1回会合）
　　日時／2018年1月23日㈫�
　　　　　17:00
　　会場／ワシントンホテル
　　参加予定人数／30名

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　長崎国際大学RAC
　長崎国際大学薬学部� 木村　綾佑さん

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー
	 次年度会長　バリー･ラシン氏

（バハマ、イーストナッソー･ロータリークラブ所属）
　�2018-19年度テーマ
　　「インスピレーションになろう」
　　BE�THE�INSPIRATION

２．（公財）ロータリー米山記念奨学会
	 	理事長	小沢　一彦さん
　①大神邦明さんへ
　　�米山功労者第9回メジャードナー感謝状伝達

　②2017年度下期普通寄付金のお願い
　③�奨学会ニュース★ハイライトよねやま

214号★

３．ロータリー囲碁同好会
	 日本支部長　新藤　信之

（2750地区PDG）
　「�第19回ロータリー国際囲碁大会」開催の
ご案内

　日時／2018年4月22日㈰
　　　　9:00�登録受付　9:30�点鐘�開会式
　会場／日本棋院会館本院（東京･市ヶ谷）
　表彰式･懇親会／18:00〜21:00
　　　　　　　　�アルカディア市ヶ谷
　ホスト／東京ロータリークラブ

幹 事 報 告

例 会 記 録

委員会報告

次年度報告
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■2018-2019年度	幹事	 大久保利博
　本日18:30より、第1回�期前
理事・監事会を天満町「馨」
にて行います。
　ご多用の折誠に恐縮です
が、次年度役員・理事及び監
事の方はご出席よろしくお願い致します。

長崎国際大学RAC	 木村　綾佑さん
　長崎国際大学薬学部の木村
綾佑です。薬学部では放射線
医薬品の利用に関心を持って
学んでいます。また、慶應義
塾大学法学部にも在籍してお
り、知的財産権などについて学んでいます。
　他の国の歴史や文化を学ぶことに興味を
持っていて、このほど「バックパッカーで
行く、ドローンと360度カメラで旅する世界
一周の旅」に出発することになりました。
　今回の旅を通じて、旅することの楽しさ
と感動を多くの方に伝えると共に見聞を広
め、大きな視野を持つきっかけになればと
考えています。

� 親睦活動委員会　橋詰　文雄
○今月の誕生祝い
　大神　邦明さん（1日）
　下田　弥吉さん（3日）
　古賀　　巖さん（3日）
　安福　竜介さん（4日）
　坂元　　崇さん（7日）
　石井　正剛さん（11日）
　円田　浩司さん（12日）
　芹野　隆英さん（13日）
　井口　東郎さん（14日）
　長富　正博さん（18日）
　中嶋　　徹さん（18日）
　山下　尚登さん（24日）
　黒木　政純さん（27日）
　佐々木秀也さん（29日）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
次年度地区幹事　増本　一也
　福田金治さんは、先日の日曜日(1/14)よ
り、ガバナー･エレクト研修会（GET）を受け
に、アメリカ･サンディエゴに行っておられ
ます。昨日、お電話でお話しましたが、まだ
2日間しか経ってないのに、福田さんには珍
しく、「大変きつい」とおっしゃっていまし
た。ずーっとトレーニングが続いている様
で、体力的にもハードなんでしょう。まだ、
ホテルから一歩も出ていないそうです。改
めて、ガバナーになることの大変さを感じ
ました。
　21日の日曜日には帰国されますが、これ
で福田さんは、正式に次年度のガバナーと
して承認を受けます。これからも、佐世保
RCが一丸となって福田ガバナーを支援して
いかなければなりませんので、皆さんよろ
しくお願いします。

坂元　　崇幹事、大神　邦明さん
古賀　　巖さん、安福　竜介さん
円田　浩司さん、芹野　隆英さん
黒木　政純さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス� 本日合計� 　8,000 円

� 累　　計� 646,000 円

◇

ニコニコボックス

その他の報告

慶　　　祝
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【上期事業報告】
　今年度、姉妹クラブである台南RC、ラホ
ヤRCとは共に、節目の年にあたらないので
実際の交流活動はありません。また、祝い
事、災害事もなく平穏な上期となりました。
　引き続き両クラブには、「週報」および
「ロータリーの友」を送付し、クラブの活動
内容の発信を行ってまいります。

【下期事業計画】
　引き続き台南RC、ラホヤRCに対して、
「週報」および「ロータリーの友」を送付し、
当クラブの活動内容、また日本の活動内容
を発信してまいります。
　また、両クラブの特筆すべき活動があれば
例会を通じて会員の皆様に報告いたします。

-------------------------------------------------------------

■クラブ広報委員会
　　委員長　吉田　英樹

【大委員長報告及び計画】
　例年通り週報の作成や、「雑誌の時間」で
の発表を行いました。また、特に本年上期
において、クラブ会報･広報委員会において
は現行規定に沿うようにホームページ上の
ロゴ使用方法等を変更し、また雑誌委員会
においては佐世保市立図書館に『ロータリ
ーの友』を備え付けてもらうなど、本年度
当初に掲げた目標は、両委員長･委員の活
動、及び皆様のご協力により一定程度達成
できたと思います。
　下期においても目標を達成すべく活動し
てまいりますので、ご協力をよろしくお願
いします。

◯クラブ会報･広報委員会
　（長）筒井　和彦　（副）德川　晃尚
　委員：田中　信孝、中川　知之、西田　勝彦
　　　　木下　貴夫、中嶋　　徹、川添　秀則

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　大神　吉史

◯職業奉仕委員会
　（長）川口　博樹　（副）中川　知之
　委員：玉野　哲雄、森　　信正

【上期事業報告】
　2017年9月9日�第2740地区「職業奉仕セミ
ナー」（会場：武雄センチュリーホテル）に、
ロータリー奉仕プロジェクト委員会�大神吉史
委員長他、入会3年未満� 4名　計5名が参加
しました。

【下期事業計画】
　2018年3月　「職業奉仕月間」卓話
　2018年5月　職場訪問�実施

◯社会奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）木下　貴夫
　委員：佐々木秀也、吉澤　俊介

【上期事業報告】
ビーチクリーンアップ
　日時／平成29年7月17日(月･祝)
　場所／九十九島パールシーリゾート（鹿子前）
　参加人数／12名

【下期事業計画】
市民大清掃･清掃活動
　日時／平成30年6月3日（第1日曜日）
　場所／名切公園一帯
　�市主催による市民大清掃に合わせ、名切
公園一帯の清掃活動を行います。

◯国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）加納洋二郎　（副）松尾　文隆
　委員：田中丸善保、池田　　豊

クラブ協議会クラブ協議会
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【上期事業報告】
１�．クラブ会報について、委員全員が当番
制で担当する形での発行を行っておりま
す。これにより、仮に急な欠員が生じた
場合であっても、滞りなく会報を作成で
きる体制が整いました。
２�．クラブ会報及びホームページにおける
ロータリーのロゴと徽章の使用について、
現行の規定に則ったものとなるよう見直
しを行いました。またホームページにつ
いては、事務局と協議しつつ細部の修正
を行い、より見やすいものとなるよう改
訂しました。

【下期事業計画】
１�．現行の会報は、写真が掲載される方が
主に当日の発表者に限定される形となっ
ております。これに対し、「例会風景」と
題して各テーブル毎の写真を順次掲載し
ていくことを計画しています。これによ
り、今後10年後･20年後に現在の会員の方
を振り返る際、会報がその記録の一助と
なるのではないかと思われます。
２�．下半期は福田ガバナーエレクト事務所
の活動がより本格化していきますが、会
報においても事務所スタッフの動き等を
適宜報告するよう努めていきます。

◯雑誌委員会
　（長）石田　謙二　（副）河原　忠徳
　委員：下田　弥吉、溝口　尚則

【上期事業報告】
１�．偶数月第2例会日の「雑誌の時間」で入
会3年未満の会員に発表してもらいまし
た。去年8月は德川晃尚さんが『ロータリ
ーの友』7月号に紹介された、ロータリー
クラブの育成活動として“未来のアスリー
ト”を取り上げてくれました。10月は西田
勝彦さんが『ロータリーの友』9月号掲載
記事を元に、米山記念奨学会を取り上げ
てくれました。12月は高畑和憲さんが
『ロータリーの友』12月号に掲載されて

いた「人はがんとどう向き合うのか？」と
いう記事を取り上げてくれました。
２�．多くの市民が利用する佐世保市立図書
館の新聞･雑誌閲覧コーナーで、去年9月
から『ロータリーの友』を読んでもらえ
るようになりました。『ロータリーの友』
は佐世保クラブが提供し、専用ファイル
に綴じて置かれています。

【下期事業計画】
　偶数月第2例会の「雑誌の時間」で話題や
情報提供をしてもらう会員6人は上期に決
定しており、下期もこの順番で6月まで進
めていきます。ちなみに発表予定者は 2月
古賀淳二さん、4月前田恭宏さん、6月木下
貴夫さんとなっています。

-------------------------------------------------------------

■ロータリー財団委員会
　　委員長　芹野　隆英

◯補助金委員会
　（長）黒木　政純　（副）石井　正剛
　委員：橘髙　克和

【上期事業報告】
１�．昨年度から引き続き「お米の贈呈事業」
の可能性を探りました。
２．本年度の新規事業を検討協議しました。

【下期事業計画】
　次年度の補助金事業の計画を協議してい
く予定です。

◯資金推進・財団・米山委員会
　（長）菅沼宏比古　（副）西田　勝彦
　委員：安部　直樹、長島　　正

【上期事業報告】
　本委員会は、会員に対して、ロータリー
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財団、ポリオ撲滅、米山奨学会の活動内容、
目的、意義を伝えていくことを目標としてい
ますが、達成するに至っておりません。

１．�2017年11月12日㈰　13:00〜
　　東彼杵町総合会館
　　出席者／R財団委員会委員長　芹野隆英
　　　　　　幹事　坂元　　崇
２．�上期寄付実績
　　米山記念奨学会�特別寄付�２名�200,000円

【下期事業計画】
　上期に達成できなかった目標を達成でき
るよう活動していきます。

-------------------------------------------------------------

■会計
　　井手　孝邦

【上半期決算報告】
　内容は上半期決算書参照

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

＊1〜2月  例会卓話者予定＊�

１月31日� 会員卓話� 黒木　政純さん
� （くろき医院　院長）

２月７日　会員卓話� � 中嶋　　徹さん
� （日本生命保険相互会社　支社長）

２月14日　会員卓話� � 岩㟢　友晴さん
� （九州電力㈱相浦発電所　所長）

２月21日　第67回創立記念日例会
　　　　　会員卓話� � 松本　英介さん

２月28日　会員卓話� � 赤木　征二さん
（JR九州ハウステンボスホテル㈱　代表取締役社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月6日㈫　17:00〜　〔予定〕
会場／西海学園高等学校�記念館�会議室

日時／2月20日㈫（テスト期間中の為）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月8日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／2月24日㈯　11:00（食事）〜　〔予定〕
　　　役員交代式
会場／長崎国際大学�食堂2階

＊�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。

（今週の担当：德川　晃尚）
（カメラ担当：田中　信孝）

2018-2019年度  RI会長テーマ

インスピレーションになろう


