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本日の出席率７２.７３％：会員数４５名・出席３０名・欠席１２名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアッ１１名・出席規定免除会員３名

　本日はガバナー公式訪問例会です。 国際ロータリー第２７４０

地区の宮﨑清彰ガバナー、 宮原明夫ガバナー補佐、 森栄一

郎地区幹事、緒方聖地区大会実行委員長をお迎えしております。

　地区を単位として、 地区内外のロータリアンとその家族が年に

一度、 一堂に会してロータリーを広げて情報交換と親睦が行わ

れる場である、 ２０１４－２０１５年度地区大会は 「地域に輝くロー

タリー　平和の灯をともそう」をテーマに１１月１４（金）〜１６日（日）

に開催されます。

　１４日 （金） は１６時から 「地区指導者育成セミナー」。 １８時か

ら 「ＲＩ会長代理歓迎晩餐会」 がＬ＆Ｌホテルセンリュウで、 １５

日 （土） は諫早文化会館で１０時から 「青少年の集い」。 １２時

から 「本会議」。 「記念講演」 は１４時３０分からで、 講師はたか

じんの 「そこまで言って委員会」 でおなじみの竹田恒泰氏です。

「記念懇親会」 は１８時から諫早観光ホテル道具屋で開催されま

す。 翌１６日は 「地区大会記念親睦ゴルフ大会」 が長崎国際ゴ

ルフ倶楽部の予定だそうです。

　地区大会に参加できる人に制限はありません。 地区内外の

ロータリアンとその家族、 インターアクター、 ローターアクター、

青少年交換学生、 ロータリー財団国際親善奨学生や学友、 米

山記念奨学生、ＧＳＥ（研究グループ交換） プログラムのメンバー

などです。

そして， 皆様も周知の大会の目的は、

・ 地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介する。

・ 奉仕にさらに参加するようロータリアンの意欲を高める。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

田代博之 クラブ管理委員長

　皆さんこんにちは。 宮﨑清彰ガバナーご来訪ありがとうご

ざいます。

　ロータリー情報の時間です。 さて、 皆さんに質問がありま

す。 ロータリーの三大義務を知っていますか？それは会費

の納入、 例会出席、 それとロータリー情報誌の購読です。

１．例会変更

　　 ありません。

　
２． 来　　信

・ガバナー事務所

　青少年奉仕セミナー開催のご案内

　日時　９月２８日 （日） １３：００～１６：３０

　場所　東彼杵町総合会館　２階大会議室

・２０１４－１５年度地区大会事務局より

　地区大会のご案内　

・公益財団法人ロータリー日本財団

　確定申告用寄附金領収証について

・公益財団法人米山梅吉記念館

　官報 「Vol.２４」

　秋季例祭のご案内並びに賛助会入会のお願い

・ 公益財団法人九州盲導犬協会

　協会会報 「ハーネス九州 Vol.６５」

３．伝達・通知

・ 地区大会のご案内のチラシをセルフボックスに入れておりま

　す。

・ クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを共有する。

・ 思い出に残る親睦の経験を楽しむ。

・ ロータリーのリーダーと交わる機会を提供する。

ということですので、 是非、 家族とともに地区大会に参加の程、

宜しくお願いします。
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宮﨑 清彰ガバナー

　１９０５年２月２３日、 ポール ・ ハリスは、

シカゴ中心街にあるローアの事務所に集

まり、 初のロータリークラブ例会を開きま

した。 会員の仕事場を持ちまわりで会合

を開いていたため、 彼らはこのクラブを

「ロータリークラブ」 と呼ぶようになりまし

た。 よそ者出身のポールは気心のしれた仲間を作りたくて集ま

りをもったという事です。

　爾来１１０年、 ロータリーは全世界で粘り強く様々な奉仕の輪

をひろげ、 ポリオ撲滅まであと一歩となりました。

ＲＩテーマ 『ロータリーに輝きを』 Light Up Rotary

ゲイリー C.K. ホアン会長は 『興其抱怨、 不如改變』 （孔子の

言葉）　『なにもせずに不平をいっているだけでは何もかえること

はできない。 ひとり一人が 1 本のろうそくをともすことによって世

界を明るく照らすことができる』 とよびかけています。 生き生き

とした街づくりに貢献したい、 明日を担う子どもや若者たちを支

援したい、 みんなが平和に暮らせる世界をつくりたい ・ ・ ・ そ

んな思いを胸に、 私たちは、 地域社会に根づいて活動してい

ます。 様々な職業、 国、 文化、 地域社会の人びとが協力す

るロータリーでは、 想像を超えた素晴らしい事が実現できます。

本日の合計　　　　   52,000 円

本年度の累計　　  247,000 円

ＲＩ第２７４０地区ガバナー　宮﨑清彰様

本日はお世話になります。

ＲＩ第２７４０地区第６グループガバナー補佐　宮原明夫様

本日はＲＩ第２７４０地区宮﨑清彰ガバナーのお伴で参りまし

た。 よろしくお願いします。

佐世保南ロータリークラブ　桟宗利様

父 （桟猪一郎） の葬儀に際し、 佐世保中央ＲＣより献花並

びにお悔みを頂きありがとうございました。 長年に渡り拡大補

佐としてお世話になり、 重ねて御礼申し上げます。

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

ＲＩ第２７４０地区ガバナー宮﨑清彰様、 第６グループガバ

ナー補佐宮原明夫様、 地区幹事森栄一郎様、 地区大会実

行委員長緒方聖様のご来訪を心から歓迎いたします。 本日

はよろしくお願いいたします。 また、 ８月９日台風が九州東部

を横切る中、 納涼例会を開催して頂いた親睦活動委員会の

皆様ありがとうございました。 そして場所を提供して頂いた山

瀧正久君、 ありがとうございました。

西村浩輝直前会長

本日８月２１日、やっと７０歳になることができました。淡々とロー

タリーライフを楽しませております。 感謝します。 プレゼントあ

りがとうございます。

馬場貴博親睦活動委員長

８月９日の納涼例会には多数の御参加ありがとうございまし

た。 ３０キロのマグロ解体ショーから始まり、 昭和歌謡バンド

までまったりとした進行になりましたが、 皆様の御協力にて無

事終えることが出来ました。 改めて感謝申し上げます。

会員一同

宮﨑清彰ガバナーの御来訪を心より歓迎致します。

　前回の例会で幹事から 「ロータリーの友」 の今月号に 『わ

がまち ・ ・ ・ そしてロータリー』 ということで竹本さんが取材

を受けた記事が載っているという話がありました。 日本全国

に佐世保を知ってもらういい機会になります。 先月残念な

事件が佐世保で起こり、 ネット上でどんな町なのだろうと噂

が飛び交っています。 このような時に佐世保は頑張ってい

るという記事が出て本当に良かったなと思います。 竹本さん

ありがとうございました。

　「ロータリーの友」 は１９５３年１月から発行されています。

理由は１９５２－５３年度から日本のロータリークラブが東日本

と西日本の２地区に分割されることになり、 分割されても緊

密に連絡を取り合い、 情報を共有するために企画発行され

たそうです。

　

　繰り返しますが、 ロータリー情報誌を買って読むことは会

員の義務です。 是非読んでロータリーの理解を深めて頂き

たいと思います。

馬場貴博 親睦活動委員長

　先日の納涼例会には多数のご参加を頂きありがとうござい

ました。 皆様には食事と音楽、 楽しんで頂けたでしょうか？

親睦活動委員会一同、 心より感謝申し上げます。

昭和２９年８月　３日　田代　博之 君
昭和４３年８月１０日　嘉村　大輔 君
昭和１３年８月１４日　牟田　憲市 君
昭和１９年８月２１日　西村　浩輝 君

宮﨑清彰ガバナー公式訪問例会
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地区運営方針

　『地域に輝くロータリー』 の実践にあたり何より大事だと感じる

ことは、 『あせらず』　『無理せず』　『感謝』　の気持ちを持つこ

とだと思います。

　第２７４０地区では時代のニーズに合った様々な取り組みをし

ております。

青少年育成プログラムとして

   ★米山記念奨学生を今年は１３人お世話しております。 　

　 米山の学友で現在米山親善大使を務める楊小平 （ヤンシャ

　 オピン）君をゲストに迎え、クラブ米山委員長セミナーでの「平

　 和」 という文化をつなぐというスピーチに大変感動しました。

  ★国際青少年交換プログラム　

　　 １９６２年我が国最初の青少年交換が行われ、 佐世保ＲＣ 

　　 から２人の女子学生がオーストラリアへ派遣されました。

　　 今年はイタリア、 アメリカ、 オーストラリアに９名を派遣の予   

　　 定です。

　★ローターアクト、 インターアクト、ＲＹＬＡ

     社会奉仕をめざす青少年育成プログラムです。

　★ロータリー財団の運営は「未来の夢計画」がスタートし、様々

　　 な改革が行われております。

　地区での VTT （Vocational　Training　Team= 職業研修チー

ム） として佐賀ＲＣとモンゴル国ウランバ－トルＲＣと共同で、 グ

ローバル補助金を使ったプロジェクトをスタートさせました。 口

唇口蓋裂手術、 言語療法士の指導や歯列矯正 ・ 虫歯予防へ

の指導と治療等、 手術後のケアを現地医師等へ技術指導と教

育を含んだ点で画期的な２カ年計画の１年目を終え、 メンバー

は７月１０日無事帰国しました。 第２７４０地区は資金、 技術の

両面から支援し、 活動費は、 グロ－バル補助金と地区や両ク

ラブからの補助金約１,０００万円を事業費用としています。 勿論

原資は、 皆様方会員お一人一人の年次寄付です。 皆さまの

寄付金がこのようなビッグプロジェクトを可能にしています。 　　

・ ロータリー財団への年次寄付目標　　

　一人平均１５０ドル / 年間

・ 米山記念奨学会への寄付目標　　　　　　

　一人平均１６,０００円 / 年間

・ 会員増強の目標　　　　　　　　　　　　

　各クラブ純増２名以上、 ２３００名を目指します。

　このようなプロジェクトには　マンパワーが必要となります。 皆

様方のご協力をお願いするものです。

　最後になりましたが　１１月１４日 ( 金 ) ～１１月１６日 ( 日 ) 緑豊

かな諫早にて地区大会を計画致しております。

心から皆様のお越しを歓迎致します。

　又、 来年６月６日 ( 土 ) ～９日 ( 火 )　ブラジルのリオデジャネ

イロで国際大会がひらかれます。 地球の裏側にあたりますが、

サッカーのワールドカップに引き続きオリンピックの開催国で

ＢＲＩＣＳとして発展著しい国での世界大会となります。 一緒に

ブラジルへいきましょう！
ＳＡＡ：四元清安君

次回例会／８月２８日１２：３０～

次回献立／和風ハンバーグステーキ、スープ、サラダ

大久保厚司会長 謝辞

　宮﨑ガバナー、 卓話誠にありがとうございました。 宮﨑ガバ

ナーの主旨に沿ったクラブ運営をしていきたいと思います。

　ＲＩテーマから観た佐世保中央ロータリークラブは 『 Light up 

from your Rotary life to glisten』 ですので、 世界中で輝くロー

タリーは、 先ずクラブ会員が各々の仕事を高潔にして地域に輝

いてこそ成り立ちますので、 暖かく見守って頂けますようにお願

い致します。 本日の来訪、 誠にありがとうございました．


	1128
	1128-2
	1128-3-1

