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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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と訳されています。1959年にオーストラリア
のブリズベーンロータリークラブが始めた活動
が好評で、1971年にRIが正式に青少年プログ
ラムとして認めたものです。若者の交流や文
化･教育に関する行事をロータリアンが主体と
なって計画･実施しています。
　「青少年交換」は、1972年にデンマークのコ
ペンハーゲンロータリークラブが、アメリカの
青少年を受け入れることから始まりました。
佐世保ロータリークラブでも世界各地から交
換学生を受け入れ、派遣し、多くの青年の素
晴らしい体験をサポートすることができまし
た。残念ながらここ数年は、いくつかの問題
により当クラブとしては関与していないのが
実情です。
　最近の例会の卓話でも、「子ども食堂」や

「プロレスを通じた教育」など青少年の問題に
真剣に取り組んでいる話を聞くことができま
した。企業内や地域などで青少年の問題に取
り組むことは私たちの将来にかかわることだ
と考えます。何らかの形で青少年の育成にか
かわれればと思います。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯例会風景

	 会長　　富永　雅弘
　5月は「青少年奉仕月間」で
す。青少年のためのRI常設プ
ログラムには「インターアクト
クラブ」「ローターアクトクラブ」
「RYLA」「ロータリー青少年
交換」があります。
　「インターアクト」はインターナショナルと
アクションの合成語で、14歳から18歳までの
高校生を対象に結成された奉仕クラブです。
1962年の10月にオーストラリアの「メルボルン
高校」で結成されたのが最初だとされていま
す。佐世保ロータリークラブでも1981年に
「西海学園高等学校インターアクトクラブ」
を提唱設立しました。最近は会員数も増え今
後の活動が期待されます。
　「ローターアクト」はインターアクトを終了
した18歳を超える青少年に奉仕のプログラム
が無いことが問題視され、1968年にアメリカ
のシャーロットロータリークラブが18歳から
30歳までの若者を集め最初のクラブが設立さ
れました。佐世保ロータリークラブでは1969
年に「佐世保ローターアクトクラブ」を設立し
ました。会員数の減少で残念ながら2007年に
は解散しましたが、安部パストガバナー、福
田ガバナーエレクト、山下さん、大神吉史さ
んがこのクラブで活動されました。これに先
立って2005年には「長崎国際大学ローターア
クトクラブ」が設立され、4月からは新しい体
制で活動をしています。
　「RYLA」はRotary Youth Leadership 
Awards の略で「青少年指導者育成プログラム」

例 会 記 録

会　長　挨　拶

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　30 5 30 3,308 43

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《5月16日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 　　　　 ％

80 24 53 13 014 66.25

80 24 57 13 110 71.25

80 24 1010 100.0057 13

※週報No.41  第3,306回例会（5月16日）の出席報告《本日》を訂正いたします。

第3,306回例会訂正
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６．佐世保学園
　意見発表会の実施内容について（連絡）
　 意見発表会2018年7月より賞品等について
（依頼）

７．長崎県民センター長
　 平成30年度「ながさき県出前講座」テーマの

決定及びホームページ掲載について
　　—「みなさまの声」—「県政出前講座」

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
　年に2回の大仕事！「空き缶回
収キャンペーン」を行います。
　日時／2018年6月3日㈰
　場所／名切中央公園「友愛の森」
　　 8時50分までに「噴水」の所

に集合してください。9時
開始です。

■次年度親睦活動委員会	 吉田　英樹
　すでにご案内しております
が、来る6月30日㈯から7月1日
㈰にかけて、熊本県玉名市にて
役員交代式を行います。
　遠征しての役員交代式は10
数年ぶりです。本来の役員交代
式という意味のみならず、富永会長の慰労、
福田ガバナーへの激励という意味もございま
す。また、ゴルフコンペや川下り等、様々な
催しも準備しております。まだ回答されてい
ない方、また暫定的に欠席で回答されている
方、ご要望には柔軟に対応したいと考えてお
りますので、ご家族お誘い合わせの上、たく
さんの方のご参加をお待ちしております。

■資金推進･財団･米山委員会	 西田　勝彦
　クラブ会報･広報委員兼資金
推進･財団･米山の副委員長の西
田です。2018-2019年度は、資
金推進･財団･米山の委員長に昇
格の予定です。
　そのような関係で、5月27日
の日曜日、午後1時30分から、東彼杵町総合会
館で、国際ロータリー第2740地区2018-2019
年度米山記念奨学委員長セミナーが開催され、
出席してきましたので、その内容を簡単に報
告します。

 幹事　坂元　　崇
１．	国際ロータリー		会員増強担当部ディレクター
	 	ブライアン・キングさん
　会員の功績を称えるロータリーの表彰
　 　会員によるロータリーへの献身を称える

のに最も相応しい表彰をお選びください。

２．国際ロータリー	GDPRプロジェクトチーム
　 新しいEU一般データ保護規則（GDPR）に伴

うプライバシー方針の改定について
　 　プライバシーに関するロータリーの方針

を改定し、ロータリーウェブサイトに掲載
いたしましたのでお知らせいたします。

３．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2018年6月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。（参考：現行＝108円）
　 この度R Iレートのお知らせについては

RIJO-FAQよりご連絡させていただきます。

４．	第2740地区2018-2019年度ガバナーエレクト
	 福田　金治さん
　　インターアクト委員長	 德川　清隆さん
　　ホストクラブ会長エレクト	谷上　　守さん
 （牛津RC）
　 2018-2019年度インターアクト年次大会の

ご案内
　　期日／平成30年7月28日㈯
　　会場／ ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリト

ピア ３階
　　登録料／ロータリアン
　　　　　　　　　　（1名につき） 10,000円
　　　　　　インターアクトクラブ顧問教師
　　　　　　　　　　（1名につき) 5,000円
　　インターアクター（1名につき） 5,000円
　　提唱クラブ協力金（1クラブにつき）　　 
　 70,000円
　　登録締切日／平成30年6月22日㈮
　　ホスト校／ 牛津高等学校インターアクト

クラブ（提唱：牛津RC）

５．大村ロータリークラブ
　「週報 No.34-37」が届いております。

委員会報告

幹 事 報 告
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　このセミナーは、次年度、米山記念奨学事
業にメインとなって取り組む会員を対象とし
て開催されたもので、米山記念奨学事業や地
区の現状について説明がありました。
　米山記念奨学事業については、今年度当
初、会員の皆さん全員に配布されましたロー
タリー米山豆辞典に掲載されていますので省
略させていただいて、この場では、2740地区
の現状について報告させていただきます。
　寄付金の目標額は、会員1人当たり年間
16,000円とされていますが、昨年度は、12,314
円と若干目標に届いておらず、今年度は、4月
末現在で9,627円となっており、目標達成には
総額で約600万円不足している状況です。
　ちなみに、佐世保ロータリークラブは、昨
年度は1人当たり6,175円となっており、今年
度は4月末の時点で4,632円となっています。
　ご承知のとおり、米山記念奨学事業は、将
来、日本と世界を結ぶ架け橋となって国際社
会で活躍する人材を育成するものです。
　2740地区では、現在、16名の奨学生を受け
入れていますが、地区としては、20名の受け
入れを目途として、寄付金を募りたいとのこ
とでした。
　セミナーには、16名の奨学生のうち15名が
出席して自己紹介を行いましたが、今後、こ
の奨学生の数が増えるか減るかは、私たちの
寄付によって左右されます。
　次年度も、会長、大委員長などの関係者の
皆さんと協議した上で、10月の米山月間前後
に、奨学生の出前卓話などを計画して、1人で
も多くの会員の皆さんに米山記念奨学事業に
ついて、さらなるご理解とご協力をお願いす
ることができればと考えています。
　以上、報告を終わります。

	 親睦活動委員会　岩㟢　友晴
○結婚記念月のお祝い
　円田　三郎・幸子　さん ご夫妻（3日）
　田中　信孝・さと子さん ご夫妻（7日）
　大久保利博・美香　さん ご夫妻（9日）
　北野　慎司・淳子　さん ご夫妻（16日）
　木村　公康・智里　さん ご夫妻（23日）
　安福　竜介・美映子さん ご夫妻（27日）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、井上　斉爾さん
中島　祥一さん、筒井　和彦さん
坂本　　敏さん、岡　　英樹さん
松尾　　貴さん、古賀　　巖さん
増本　一也さん、納所　佳民さん
平尾　幸一さん、中嶋　　徹さん
西田　勝彦さん、黒木　政純さん
有薗　良太さん、松尾　文隆さん
大久保利博さん、石井　正剛さん
　溝口尚則さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

坂本　　敏さん
　5月28日㈪ 親和銀行本店にてFFG証券佐世
保支店のオープニングセレモニーのテープカ
ットに頭取の横で参加させていただき、テレ
ビ、新聞をお騒がせしましたのでニコニコし
ます。もちろん支店お客様第1号になり、取引
もしております。

坂本　　敏さん（2位）
遠田　公夫さん（3位）
　朗遊会にて入賞いたしましたのでニコニコ
します。

円田　三郎さん、田中　信孝さん
大久保利博さん、木村　公康さん
安福　竜介さん、北野　慎司さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 　28,000 円

 累　　計 1,099,000 円

◇
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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：田中　信孝）
（カメラ担当：木下　貴夫）

	 ソングリーダー　黒木　政純
「茶摘」合唱
　　　作詞・作曲：未詳

明治45年3月「尋常小学唱歌（三）」
に掲載された文部省唱歌。京都・
宇治田原村の茶摘歌をモチーフに
したものとされている。

『眼科デジタル革命』

　会員　溝口　尚則さん
　　　 　（溝口眼科 院長）

　最近の眼科の進歩は著しいも
のがあります。特にレーザー技
術を利用した手術の分野ではその進歩につい
て行くことがやっとであるくらいです。白内
障や、屈折矯正手術でレーザーが様々な分野
に応用されています。
　今回、特に新しい技術として白内障手術で
のフェムトセカンドレーザー技術について解
説しました。これはOCT技術で眼球を正確に
計測できるようになって、初めて上手くでき
るようになりました。今後、価格の低下や管
理の仕方がもっと容易になれば、あっという
間に眼科領域で普及すると考えられます。
　また、加齢黄斑変性症についても解説しま
した。現在、日本での3大中途失明の原因疾患
となっております。当クラブの会員にも、該
当する方がかなりいらっしゃるかと思います。
　最近、この病気に対して抗VEGF抗体の硝
子体内注入が好成績を挙げています。しか
し、これは治療費が高額となることから継続
して実施できる人は少なく、経費の面ではい
ささか問題のある治療法と言えます。
　この他に糖尿病などのスライドも用意して
いましたが、時間の関係で割愛させてもらい
ました。またいつか卓話に呼んで頂ければ、
いつでもお話を致します。
 以上

卓　　話

＊6月  例会卓話者予定＊ 

６月13日　佐世保市少年科学館
 星きらり館長 堤　　祐子 様

６月20日　クラブ協議会

６月27日　クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／６月19日㈫　16:00〜　〔予定〕
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／６月14日㈭　18:30（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／６月28日㈭　18:30（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。

2018-2019年度 大委員会開催
日時／2018年5月23日㈬　18:30〜
場所／レオプラザホテル佐世保

福田金治ガバナーエレクト事務所
2018-2019年度 第2回月信委員会

日時／2018年5月28日㈪

歌の時間


