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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 59 名・免除者欠席 4 名・欠席 16 名・ビジター 1 名 ・出席率

74.68 ％

《7月25日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 51 名・免除者欠席 10 名・欠席 18 名・メークアップ 18 名・修正出席率 100.00 ％

2018～2019年度 国際ロータリー第2740地区

福田金治ガバナー公式訪問例会
佐世保西RCと合同

ガバナー卓話
国際ロータリー第2740地区
2018-2019年度
ガバナー 福田 金治さん
（1）RI会長の新年度運営方針
サンディエゴで行われました
国際協議会で、RI会長のバリン・ラシンさん
がRIテーマ、
「BE THE INSPIRATION（インスピレーシ
ョンになろう）
」を発表されました。
国際ロータリーのその後の説明で、「インス
ピレーション」は日本では一般的に「ひらめ
き、思いつき」に訳されていますが、「鼓吹、
激励、実行」という意味もあるということで、
「インスピレーションする人になろう」という
解釈をしてくださいと言われました。
◦国際ロータリーの運営方針
①2 017年9月に発表された「ロータリービ
ジョン声明」に従ってR Iは活動するの
で、各クラブもこの声明に伴って活動し
てください。
②10月24日は「ロータリーDAY」なので、
その日に合わせて各クラブで事業をして
欲しい。
③全員の「マイロータリー」への登録の促進。

④クラブの活動実績の外部への広報。
⑤RACのクラブ数・会員数を現在の倍にする。
（2）地区運営方針の説明
①地 区 独 自 の テ ー マ は 作 成 で き ま せ ん の
で、国際ロータリーのテーマを地区のテ
ーマとします。
②ロ ータリー財団への年次寄付は、年間一
人当たり150ドル、米山記念奨学会への寄
付は年間一人当たり16,000円を目標にし
ます。
③各 クラブに会員増強の目標は設定しませ
んが、退会防止が会員増につながると思
いますので、退会防止の努力をします。
④公式訪問は、原則40名以下のクラブは2ク
ラブ合同の公式訪問とします。
⑤担 当クラブ訪問は、上期に２回して頂き
（クラブ協議会・公式訪問）、下期は担当
クラブより訪問要請がない時は、クラブ
へ２回ほど、なにか相談事はないか聞い
て頂く様にしております。
⑥I CGF（IM）
「都市連合一般討論会」の開
催については、各ガバナー補佐の判断に
お任せします。開催される場合のI C G F
（IM）の内容は、ロータリーと関係のあ
る内容にして頂きます。
⑦公 式訪問の際、当日公式訪問の前に行っ
ている、会長・幹事、会長エレクトとの
懇談会は原則行いません。
⑧地区委員会が主催する「セミナー」「研修
会」出席義務者は、地区委員会と直接関
係のある各クラブの委員会の方だけに出
します。会長・幹事の出席については、
出席義務とせず希望者だけにしています。
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（3）地区主催事業の説明
①地区チーム研修セミナー
毎 年2月に開催されており、「ガバナー補
佐」と「地区委員長」を対象として行わ
れる研修セミナーです。
②会長エレクト研修セミナー
毎年2月か3月に開催されます。
ク ラブ会長エレクトを対象として、国際
ロータリーの新年度の運営方針の説明と
「クラブ会長」の役割と責務について研修
します。
③地区研修・協議会
毎 年、会長エレクト研修セミナーが終わ
った3月か4月に開催されます。
ク ラブの役員・理事・委員長を対象とし
て各部門に分かれて、具体的な委員会の
活動内容を研修します。
④地区大会
国際ロータリーよりRI会長代理が地区大
会に出席されます。以前は、地区大会の
開催日数、時間に規定がありましたが、
現在は特に規定がないので、大会は一日
で終了されています。
⑤ロータリー財団
「 ロータリー財団」というのは、米国イ
リノイ州に設立された非営利財団法人で
す。運営については、ロータリー財団管
理委員会が行っています。
⑥米山記念奨学会
日 本で最初に東京ロータリークラブを設
立された米山梅吉氏を記念して、最初は
東京ロータリークラブ内の奨学金制度で
したが、現在は日本全国のRCを対象とす
る日本国内では、支給形式の奨学金制度
としては最大の奨学金です。

例会記録
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
RI第2740地区ガバナー

福田

金治さん

第5グループガバナー補佐 山㟢

弘さん

○ゲスト
地区幹事

増本

一也さん

川島

千鶴さん

○ビジター
佐世保中央RC

会

長

挨

拶
会長

古賀

巖

本日は、我らの福田金治さんをお迎えして
の、福田ガバナー公式訪問例会です。しか
も、佐世保西RCの皆さんとの10数年ぶりの合
同例会で、佐世保西RCの皆さんと一緒に例会
が出来る機会を作っていただいた福田ガバナー
に、まず感謝を申しあげ、また、平戸RCの第5
グループガバナー補佐の山㟢

弘さんにおか

れましては、本年度2回目の訪問を頂き、厚く
お礼を申しあげます。
さらに佐世保西RCの皆さんには、例会変更
をして私どもの例会に来ていただきました。
心からお礼を申しあげます。
本日は現在改革を進めておられる、今年の
第2740地区の方針を、例会の場で改めて拝聴
できることを楽しみにしているところです。
ちなみに、今日は地区大会まであとちょうど
100日です。そのような、ある意味節目の日で
ありますが、現在、毎週例会後に開催されて
いる地区大会実行委員会でも毎回、橘髙克和
実行委員長のもと、客観的で熱心な意見交換
がなされています。我がクラブのメンバーに
は、将来を見据えますと、公式訪問のサポー
トをもっともっとしてもらいたいところです
が、ガバナーご自身から、極力会員の皆さん
の負担を少なくしたいとのご希望ですので、
その分地区大会の準備に力を注いでいただい
ております。クラブ内も徐々に地区大会モー
ドに染まってムードも盛り上がってきていま
すので、ますます11月の本番が楽しみになっ
てまいりました。これから、まだまだ公式訪
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問が続かれますが、連日の酷暑の中、体調に
は十分にご注意されますよう祈念いたします。

３．地区公共イメージ委員会
委員長 久保 泰正さん
M y Rotaryアカウント登録50％UP並びに
ROTARY CLUB CENTRAL100％ご協力
のお願い
４．佐世保東RC、佐世保中央RC、平戸RC
「クラブ現況と活動計画書 報告書」が届き
ました。

佐世保西RC 会長、幹事とともに

幹 事 報 告
幹事

大久保利博

１．ロータリーの友事務所
2018-2019年度「ロータリーの友 手引書」が
届いております。
２．第2740地区ガバナー
福田 金治さん
地区大会実行委員長
橘髙 克和さん
2018-19年度 地区大会のご案内
日程／2018年11月16日㈮
◦記念ゴルフ大会
時間／8:00〜スタート
場所／佐世保C.C 石盛岳ゴルフコース
参加料／3,000円
◦RI会長代理歓迎晩餐会
時間／18:30〜  
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
日程／2018年11月17日㈯
時間／10:30〜13:00 昼食提供
12:00〜13:00 海上自衛隊
音楽隊演奏会
13:30〜16:20 本会議
会場／アルカスSASEBO
登録料／会員10,000円
青少年･家族 無料
◦記念懇親会
時間／17:40〜19:30
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
懇親会会費／会員8,000円
青少年3,000円

委員会報告
資金推進・財団・米山委員会
委員長 西田 勝彦
池田 豊さんより、ロータリ
ー財団 年次プログラム基金へ
ご寄付をいただきました。
--------------------------------ガバナー就任大変ご苦労様で
す。今日はまた、公式訪問をい
ただきありがとうございます。公式訪問を記
念してベネファクターをさせていただきます。
健康に留意されて頑張ってください。
池田
豊

慶

祝

親睦活動委員会
○今月の誕生祝い
溝口 尚則さん（4日）
筒井 和彦さん（7日）
橘髙 克和さん（8日）
松尾
貴さん（8日）
萩原多恵士さん（10日）
松尾 慶一さん（11日）
木下 貴夫さん（26日）
吉田 英樹さん（30日）

福田

金吾
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ニコニコボックス
親睦活動委員会 吉田 英樹
RI第2740地区 第5グループ
福田 金治 ガバナー、増本 一也 地区幹事
本日のガバナー公式訪問例会、佐世保RC・
佐世保西RCの皆様には、大変お世話になります。
ガバナー公式訪問も本日で17回目となり、残
り18回となりました。合同例会の開催には、
両クラブにご協力を頂き大変感謝致しており
ます。これから、佐世保RCの皆さんには、地
区大会の主管クラブとして、大きなご協力を
頂きますが、引き続きどうぞよろしくお願い
します。
佐世保西RCの皆さんには、地区大会への全
員登録をご快諾頂き、ありがとうございまし
た。一人でも多くの会員の皆様に、地区大会に
ご参加頂きたいので、よろしくお願いします。

石田 謙二さん
佐世保市出身の落語家の活躍にニコニコし
ます。佐世保市の早岐中から佐世保南高等学
校を経て、長崎大学工学部に進学したもの
の、古典落語に魅了されて中退、落語家にな
った三遊亭らっ好さん
（本名・井芹洋平、27歳）
の独演会が8月12日㈰ 午後1時からアルカス
SASEBOで開かれます。落語界で少ない佐世
保市出身者の今後の活躍に期待し、チラシで
紹介させていただきました。
吉田 英樹さん、溝口 尚則さん
橘髙 克和さん、松尾 慶一さん
木下 貴夫さん、筒井 和彦さん
誕生月のお祝いありがとうございます。
◇

ニコニコボックス

累

佐世保中央RC 川島 千鶴さん
佐世保中央RCの川島千鶴です。本日はお世
話になります。どうぞよろしくお願い致します。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、平尾 幸一さん
橘髙 克和さん、德川 晃尚さん
赤木 征二さん、松尾 文隆さん
安福 竜介さん、吉田 英樹さん
富永 雅弘さん、木下 貴夫さん
福田 金吾さん、筒井 和彦さん
米倉洋一郎さん、有薗 良太さん
中島 祥一さん、大神 吉史さん
黒江 章雄さん、梅村 良輔さん
髙田 俊夫さん、安部 直樹さん
中村 徳裕さん、遠田 公夫さん
芹野 隆英さん、石田 謙二さん
松尾 慶一さん、西田 勝彦さん
加納洋二郎さん
国際ロータリー 第2740地区 2018-2019年度
ガバナー 福田金治様の公式訪問を歓迎してニ
コニコします。

クラブ会報委員会
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委 員 長
副委員長

大神
黒江

本日合計
計

42,000 円
201,000 円

＊8〜9月 例会卓話者予定＊
８月29日

社会医療法人財団 白十字会
理事長 富永 雅也 様

９月５日

新会員卓話

		北野

（いちよし証券㈱

９月12日

慎司さん

佐世保支店長）

佐世保市立図書館 		
館長 坂口 周一 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／9月1日㈯

街頭募金

日時／9月4日㈫

例会中止（体育祭準備の為）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

8月〜9月20日 （夏休みの為）休会
＊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。
＊R AC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：安部
（カメラ担当：大神
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

雅隆）
吉史）

