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Club of Sasebo

　安部直樹パストガバナー及び、安部雅隆会員には大変
お世話になると思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
　彼女が来日して素晴らしい体験ができるような環境を
つくっていきたいと思います。
　皆様よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト
　第2740地区ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　第5グループガバナー補佐	 法師山眞人	さん
　地区幹事	 大石　竜基	さん
○ビジター
　諫早北 RC	 萩原　　悟	さん
　東京四谷 RC	 伊賀　靜雄	さん
　佐世保中央 RC	 崎山　信幸	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．長崎西RC	 会長　許斐　義彦	さん
　インターアクト年次大会	 実行委員長　劉　　済昌	さん
　	インターアクト年次大会終了のお礼

2．地区ローターアクト	 委員長　髙松　茂信	さん
	 代表　堀山　幸平	さん
　長崎ローターアクトクラブ
	 「アクトの日」実行委員長　吉田　奈未	さん
　地区行事「アクトの日」のご案内
　開催日／令和元年9月8日㈰
　　　　　11：30〜受付開始
　会　場／	サンセットマリーナ　ビービーキューガーデン
　　　　　長崎市
　登録料／RC 3,500円　RAC 3,000円　※当日徴収

2019～2020年度 国際ロータリー第2740地区

千葉憲哉ガバナー公式訪問例会

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　お盆の連休も終わり、2週間ぶりの例会となります。
　途中、台風10号が接近し、各地で大きな被害が出たよ
うです。また、大雨の影響で野菜の価格が高騰しており
ます。ただ、台風通過後は、朝晩になりますと涼しい風
も吹いてきて、やや過ごしやすくなってきたようです。
　まだまだ残暑は続くのでしょうが、猛暑も少し和らぐ
ことを願いたいと思います。
　本日は、千葉憲哉ガバナー、大石地区幹事をお迎えし
てガバナー公式訪問例会となっています。ガバナーにお
かれましては、全クラブを訪問なさるそうで、これから
もお身体に用心されまして、公式訪問が無事に終わりま
すことを祈念申しあげます。
　また、法師山ガバナー補佐には3回目のご訪問をいた
だき、ありがとうございます。心より御礼申しあげます。
　さて、いよいよ、今週24日に台南から交換学生のテ
ィファニーさんが来日されます。佐世保RCとしては、
2006-2007年度の台湾からの交換学生であるイ・ジャン
さんを受け入れて以来13年ぶりとなります。（派遣学生：
松永夕加さん）当時、私は地区のロータリー青少年交
換委員会の委員をしておりまして、委員長をされていた
田中丸善弥さんといろいろお世話をさせていただきまし
た。
　芹野理事、中村委員長にはお世話をかけると思います
が、よろしくお願いいたします。
　ホストファミリーは、加納会長エレクトに最初の3ヵ
月をお願いしています。ホストファミリーとしてベテラ
ンですので、安心して任せられると思います。
　その次が確定しておりませんので、皆様の中からご協
力をいただきたいと思います。
　学校は九州文化学園にお願いしております。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 8 21 3,366 7

《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		　　　　％

《 7月31日》	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	　　　　	％

79

79

24

24

55 9 3

12

15

12

69.62

100.0055 12



（2）

　今日現在で、カード参加を含め28名の参加予定です。

雑誌の時間

	 ローターアクト委員会　谷川　辰巳
　ロータリーの友7月号に掲載されて
おりました、第31回ローターアクト研
修会並びに第7回インターアクト研究
会in福岡について取り上げたいと思い
ます。
　私は昨年、インターアクト委員会、
本年はローターアクトを担当する委員会に所属している
関係で、非常に興味深い記事でした。特に今回は、国際
ロータリーでローターアクトクラブがRIに加盟すること
が採択されたばかりとあって、非常に盛り上がった研修
会・研究会になったようです。
　昨年、インターアクターとは会話する機会も多くあり
ましたが、その中でいつも感じていたことは、若者の持
つ決断の速さと素早い行動力です。高校生世代が、地域
のため、ひいては国のため世界のためにと行動している
姿に、多くの影響を受けながら過ごした1年間であった
と感じます。「なぜ、インターアクトクラブに入ったの
か?」と2〜3人の生徒に聞いたことがあります。「週1回
ぐらいしかないから楽と思って…。」「進学や就職の時の
面接で、ボランティアをしていると有利。」といったあ
る意味高校生らしい回答もありましたが、「人のため、
地域のために行動することで、将来、自分に返ってくる
何かを感じたい。」といった、どこか凄みを感じる回答
もありました。また、今回の記事からも感じられました
が、ローターアクターやインターアクター一人ひとりが、
研修会や研究会に参加する際は何かしら地元に持って帰
って、自分たちの活動の参考にするのだという明確な目
的意識を持っていると感じます。
　今回の大会では、ロータリアンとのこれまで以上の協
力が必要である、といった青少年の声もたくさん上がっ
ていたようです。私もこれからは、若い世代の皆様から
たくさんの力とより良い影響を受けながら、目的意識を
しっかりと持ったロータリー活動にいそしんで参りたい
と思います

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　米倉洋一郎
○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）
　浦　　義浩	さん（ 9日）、萩原多恵士	さん（10日）
　松尾　慶一	さん（11日）、吉田　英樹	さん（30日）

3．第2740地区ガバナー事務所より
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

4．佐世保東RC・佐世保中央RC
　「クラブ現況と活動計画書　前年度活動実績報告書」
が届いております。

委員会報告
■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 副委員長　福田　金吾
国際青少年交換委員会　第2回オリエ
ンテーション参加報告
　18日㈰に、木村会長、芹野奉仕プロ
ジェクト委員長と国際青少年交換委員
会主催の第2回オリエンテーションに
参加してまいりました。
　内容としては、1．ROTEXの強化、2．帰国学生3名に
よるレポート、でありました。
　ROTEXとは青少年交換学友（帰国学生）による留学
生支援組織であり、来日・派遣学生や派遣予定の学生の
総合的なサポートを行うことで、より良い留学生活を送
ってもらうことを目的とした組織です。
　国際的な組織であるROTEXですが、当地区において
はその活動がやや鈍いため、先日のオリエンテーション
を機に2011-2012年度の留学生である大浦さん、樋口さ
んを中心に活性化していこうという宣言がなされまし
た。
　次に、帰国学生3名（城岩さん、花原さん、森さん）
による1年間の留学レポートがあり、それぞれが留学中
を振り返っての発表がありました。どの学生も最初は環
境の変化に戸惑いつつも、最後は口をそろえて、とても
楽しかったとの感想を話していました。また発表の中で
の流暢な英語も大変印象的でした。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　黒木　政純
　木村公康会長よりポリオプラスへご
寄付いただきました。

朗遊会より
	 朗遊会幹事　坂元　　崇
　8月31日㈯、今期第1回目の朗遊会を
佐世保カントリー倶楽部石盛ゴルフコ
ースにて開催いたします。11：30〜ス
タートです。本日までの受付予定です
が、ご参加をまだまだ受け付けていま
すので、米倉さん、または坂元までご
連絡ください。
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	 出席・例会委員会　出端　隆治
○出席100％表彰
　菅沼宏比古	さん（22回）、井口　東郎	さん（ 3回）
　安部　雅隆	さん（ 2回）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　谷川　辰巳
第2740地区　ガバナー　千葉　憲哉	さん
　　　　　　地区幹事　大石　竜基	さん
　本日のガバナー公式訪問例会に参加させていただきま
す。よろしくお願いいたします。

東京四谷RC　伊賀　靜雄	さん
　井上さん、長島さん、囲碁のお手合わせありがとうご
ざいました。米倉さん、ゴルフとても楽しかったです。
ニコニコします。

佐世保中央RC　崎山　信幸	さん
　本日はお世話になります。

直前ガバナー　福田　金治	さん
前年度地区幹事　増本　一也	さん
　千葉憲哉ガバナー、法師山眞人ガバナー補佐、大石竜基
地区幹事のご来訪を心より歓迎いたします。
　これから、ますますお忙しくなるでしょうから、ご健
康にご留意され、ご活躍されることを祈念しております。

安部　直樹パストガバナー
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事、安福　竜介	副幹事
一瀬　伸彦	さん、福田　金吾	さん、遠田　公夫	さん
松尾　文隆	さん、富永　雅弘	さん
　第2740地区千葉憲哉ガバナーの公式訪問を歓迎してニ
コニコします。

古賀　　巖	さん、芹野　隆英	さん
　千葉ガバナー、法師山ガバナー補佐、大石地区幹事の

公式訪問を歓迎してニコニコします。
　特に、大石地区幹事には昨年からクラブアンケート等、
いろいろと大変お世話になりました。

溝口　尚則	さん、筒井　和彦	さん、松尾　　貴	さん
松尾　慶一	さん、吉田　英樹	さん
　お誕生祝いをいただき、ありがとうございます。

菅沼宏比古	さん、井口　東郎	さん、安部　雅隆	さん
　出席100％表彰をいただき、ありがとうございます。

福田　金治	さん、福田　金吾	さん
　先日は、ご多用の中、福田尚子の初盆に千葉ガバナー、
大石地区幹事をはじめ佐世保RCの皆さまに、多数お参
りいただき、誠にありがとうございました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　40,000 円
	 累　　計	 210,000 円

ガバナー卓話

第2740地区　2019-2020年度ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　今日は、次の三つのことについて話
をします。
　一つは、皆さんにお願いしたクラブ
アンケートの件です。
　アンケート調査の目的は、クラブの
活性化を図るためのものでした。
　アンケート調査の結果、佐世保RCには、「クラブに受
け入れられていない。」という方が2名いらっしゃいまし
たが、この2名の方が退会予備軍だといえます。そのよ
うな会員がいらっしゃるということに、共通の危機感を
もって、普段から例会で親睦を大事にしていただけたら
と思います。
　次に、佐世保RCには、アンケートに参加しなかった
会員が42名、53％、実に半分以上の会員の方にアンケー
ト調査に協力していただけませんでした。大きいクラブ
ほど、この傾向が現れています。佐世保RCは大きいか
ら安心だ、大丈夫だと思っておられる会員の方がおられ
たら。それは間違いです。
　「人間のほほえみ、人間のふれあいを忘れた人がいま
す。これはとても大きな心の貧困です。」「人間として一
番悲しいことはこの世で必要とされないことです。必要
とされない人は一人もいません。」
　私は、マザーテレサのこの言葉が大好きです。このマ
ザーテレサの言葉の人をロータリアンに代えたら、次の
ようになります。
　「人間のほほえみ、人間のふれあいを忘れたロータリ
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クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司

アンがいます。これはとても大きな心の貧困です。」「ロ
ータリアンとして一番悲しいことはクラブで必要とされ
ないことです。必要とされないロータリアンは一人もい
ません。」
　先ほどの2名の方も、佐世保RCに絶対必要とされてい
るということを理解していただければと思います。
　佐世保RCの一番の問題は、アンケート調査に非協力
的だった会員が53％もいた、退会予備軍が2名いたとい
うことですが、このことが、活性化にブレーキをかけて
いるということです。
　そこで、活性化を図るために、佐世保RC内に戦略委
員会を立ちあげていただきたいと思います。クラブの活
性化は、単年度で解決することは困難なことですから、
長期の戦略として、立ちあげた戦略委員会で取り組んで
いただきたいと思います。
　この戦略委員会は、地区にもありませんので、地区に
おいても戦略委員会を立ちあげて、活動していきたいと
考えています。
　二つ目は、RIの規定審議会の決議についてです。
　規定審議会において、人頭分担金の会計情報の開示に
取り組むべきだとの提案が行われましたが、否決されて
います。
　その他、主に次の5件が決議されています。
　①	メークアップは、ロータリー年度内で行うことがで

きるという件
　②職業分類の制約の廃止の件
　③	ローターアクトクラブを国際ロータリーの加盟クラ

ブとする件
　④6名未満の少人数クラブの終結の件
　⑤	ロータリークラブが、「四つのテスト」を掲示する

ことを推奨することに同意しない件
　このような定款と細則について、これまでの流れから
して、おかしいところについては、クラブとして声を上
げないと、世界の流れから日本が取り残されることにな
ります。
　出席の項目につきましては、全国の34名のガバナーと
協議した結果、従来どおり、前後2週間で出席率を出す
ことを確認しました。
　なお、これらの決議につきましては、現時点でどうす
ることもできないので、3年後の規定審議会において、
拒否案を日本として提出する方向で検討することになっ
ています。
　三つ目は、寄付金・奉仕プロジェクトについてです。
　佐世保RCは、ロータリー財団に多額の寄付をされて
いますが、当地区全体では、全国34地区の内30位という
状況です。米山記念奨学会やポリオの寄付も全国平均よ
りの少ないという状況です。 （今週の担当：西田　勝彦）

（カメラ担当：福田　金吾）

＊2019年9月例会卓話者予定＊	
11日　観月例会
18日　	新会員卓話　森　　勝之	さん
　　　（JR九州ハウステンボスホテル㈱代表取締役社長）
25日　	ながさき県政出前講座　生涯学習課　県民学習推

進班　指導主事　山下　慶子	さん

＊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 3日㈫　16：00〜
　　　　9月17日㈫　16：00〜
　会場／西海学園　図書室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
夏季休業期間のため休会

（次回開催時期は9月下旬の予定）

＊	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。

　しかしながら、この地区の特筆するところは、グロー
バル補助金の事業及び地区補助金の事業に、非常に積極
的に取り組んでいるということです。
　当地区は、グローバル補助金事業として、3つの素晴
らしい事業に取り組んでいますが、会員の皆さんが、こ
のような事業を行っているということを理解し、これら
の事業に自分たちの寄付金が使われているということに
プライドをもっていただきたいと思います。
　今年度、佐世保RCは、地区補助金の事業に取り組ん
でおられませんが、是非、積極的に事業を立ち上げて取
り組んでいただきたいと思います。
　最後に、①クラブ戦略委員会の立ち上げ、②地区補助
金・グローバル補助金プロジェクトの立ち上げ、③RIの
規定審議会の決議について、クラブ内で検討して意見を
出していただくこと、④来年2月のアンケートの再調査
の件、⑤グループ内クラブ交流と交互支援の取組につい
てよろしくお願いします。


