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本日の出席率８３.３７％：会員数４４名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター２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（２）１名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さんこんにちは。急に寒く

なったかなと思ったら、一転し

て暑い日が続きまた今日は寒く

なっています。お体に十分注意

をしていただきたいと思います。

　今日は９９９回例会です。そ

していよいよ来週 1000 回例会が

あります。たくさんの方に登録をしていただき本当に有難

うございます。歴代会長の方にはタキシードを着て頂きた

いと企画をしております。よろしくお願いします。私も着

なければならないと思い、洋服の青山にタキシードを注文

して先日寸法合わせに行きました。するとロータリーの方

ですかと店員から言われてしまいました。どうして分かっ

たのかというと１２月８日に要るから間に合うかと、みん

なが言っていることで分かったようです。鶴田さん、橋口

さん、指山さん、四元さん１０００回例会のためにタキシー

ドを作っていただきありがとうございます。

　夢を求めることの意味という文章がありましたので、読

んでみたいと思います。１９９０年にアカデミー賞を受賞

した女優のウーピー・ゴールドバーグが、ニューヨークの

アクターズ・スタジオで俳優修業をする若者たちから、次

のような質問を受けました。我々は将来、役者になること

を夢見て、毎日、毎日厳しい修練を積んでいます。こうし

た我々の努力は、いつか報われるのでしょうか。この質問

に対して、ゴールドバーグは温かいまなざしで答えました。

いま、あなたがたはいつか役者になりたいとの夢を持ち、

素晴らしい仲間とともに励ましあい、助けあいながら、毎

日その夢を求め、目を輝かせて生きているのでしょう。そ

の言葉に対して、若者たちはうなずきます。その若者たち

を優しく見つめながら、ゴールドバーグは、静かに語りま

した。そうであるならば、あなたがたの努力は、すでに報

われているではないですか。この言葉は、我々が夢を求め

て生きることの本当の意味を教えてくれます。『いま、この

一瞬を、輝いて生きること』。夢を求めて生きることの本当

の意味は、そのことにあるのでしょう。

１．例会変更

　  佐世保北ロータリークラブ

　　１２月１２日（月）１８：３０～

　　ハウステンボス ホテルヨーロッパ レンブラントホール

　　家族忘年例会の為

　  佐世保東ロータリークラブ

　　１２月１５日（木）→１２月１７日（土）１８：３０～

　　ハウステンボスＪＲ全日空ホテル

　　クリスマス家族会のため

　　平成２３年１２月２９日（木）

　　平成２４年　１月  ５日（木）

　　休会  定款第６条第１節により

　  ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　１２月　６日（火）１２：３０～

　　トロティネ　例会場使用不可の為

　　１２月２０日（火）→１２月１８日（日）１８：００～

　　 例会場　クリスマス家族会の為

　　平成２３年１２月２７日（火）

　　休会　定款第６条第１節により

２．来　　信

　 ・ガバナー事務所

　　田中作次ＲＩ会長エレクトからのロータリーカード

　　推進のお願い

ReportReportReport

佐世保南ロータリークラブ　　　　柳田　昌洋様

　　　　　　　　　　　　　　　　太田　博道様

成功の法則２１

夢を持ち今に生きる

　私もいま、この瞬間を輝いて生きる人生を送りたいと思

いました。そして今日から竹本実行委員長はじめ IM のメン

バーに東北に行ってもらっています。被災者の方々にも希

望と夢を失ってもらいたくないと思います。
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本日の合計　　　　     9,000 円

本年度の累計　　   308,000 円

　　　■ 会員卓話　■　　松尾　英機君

　

佐世保南ロータリークラブ　柳田 昌洋様

本日はお世話になります。

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

　本日の例会はＩＭに向け、４名の方が東北へ視察に行か

れていますので、出席が少なく感じます。八重野幹事もこ

の後出発します。話は変わりますが、来週の水曜日にきら

きらパーティのチケットをまだ購入されていない方はご協

力をお願いします。本日第９９９回例会は松尾英機君の卓

話となっています。よろしくお願いします。

　

八重野 一洋幹事

　昨晩牛島さんのホノルルマラソン大会の出場壮行会で普

通食べられない焼き肉を四元会長エレクトにつられてつい

食べ過ぎてしまいました。２次会終了後、京町より徒歩で

帰りましたが、途中睡魔におそわれ、椎木町からタクシー

で護送され帰宅しました。たまには歩かないと…と実感し

ました。ニコニコします。追伸：宮城視察夜便で行って来

ます。

鶴田 明敏君

　本日、午前中の潮見小学校の６年生の授業で川島千鶴

君にゲストティーチャーとしてお話をしていただきました。

校長先生含め多数の先生から感謝のお電話をいただきました。

担当：岡　光正君

３．伝達・通知

　 ・「ロータリーの友」の今月号、特集家族月間 縁 われら、

ロータリアンズ！に松尾英機さんが載っています。ご一読

ください。

坂井 智照ガバナー補佐からの報告　

　メンバーの皆様のセルフボックスに入れております、2

２０１２年バンコク国際大会ツアーについて、お知らせ

いたします。毎年２７４０地区からの国際大会への参加

は、１０人程度で、野口ガバナーの時の２０人が最高で

はないかと聞いております。タイは今、洪水被害で大変

な状況ですが、来年の５月には完璧に良くなっている筈

でございます。今年は、ガバナーの意向により５０人く

らいのツアーを組みたいと思っております。２０１２年

５月５日～９日の日程です。是非ご参加の程をお願い申

し上げます

親睦活動委員長　前田 眞澄君　

　１２月８日（木）は１０００回記念例会となっております。

多くのメンバーのご参加をいただいております。楽しい

１０００回例会にしたいと思います。よろしくお願いします。

committeecommitteecommitteecommittee

川島 千鶴君

　先週はお誕生祝いありがとうございました。急な来客が

あり、出席できず残念でした。誕生日は１１月５日でたく

さんの方にメールをいただきましたが、メンバーからハッ

ピーバスディと電話をいただいた時は思わず涙が溢れだし

ました。独り身にはとても嬉しく感激いたしました。また、

今日は潮見小学校のゲストティーチャーで行って来まし

た。ご紹介いただいた鶴田さんありがとうございます。出

逢いにまたまた感謝です。

川﨑 洋一君

　先週のニコニコに間に合いませんでした。誕生日のプレ

ゼントありがとうございました。早速殺風景な事務所で

使っています。

崎山信幸君

　皆様こんにちは。只今１２月、定例市議会真っ最中です。

本日も１３時３０分までに議場に戻らなければなりません

ので、途中退席をいたしますが…お知らせを一つ。一般質

問で、第２弾 !!９月の議会に引き続き、１２月５日（月）午

前１０時４５分頃から議場において行いますので、ご都合

がよろしければ傍聴をしていただければ幸いでございま

〈家族月間〉

　ロータリーの友１２月号が「家族

月間」ということで、今回「３人兄

弟共にロータリアン」という記事が

掲載されています。そのことで、私

に卓話が廻ってきたのではないかと

思います。私ども２人の弟をロータ

リーに引き込んだのは、長兄でした。「ＪＣも良い、でも

ロータリーには職業奉仕という素晴らしい規範があり、

また、それを教え、導いてくださる先輩方がたくさんい

らっしゃる。きっと、いい勉強になるよ」というのが、ロー

タリーへの紹介の弁でした。長兄は、平成１６年に、現

在の私と同じ６９歳でこの世を去り、今その長男が父の

遺志をついで、ロータリアンになっています。

〈地区補助金その後〉

　私が地区の財団委員長を拝命したのは、２００４年７

月、３年後の２００７年６月に退任。２００８年１２月

にロータリークラブを退会。２０１０年１０月再入会。
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この１年９カ月のブランクの後、今年７月に気づいたので

すが、いつの間にか地区補助金制度（ＤＳＧ）が、新補助

金制度に変わろうとしていたことでした。そこで、「新地

区補助金制度その後」のタイトルで勉強してみました。

・地区補助金

　地区補助金制度（ＤＳＧ）は、地区活動資金（ＤＤＦ）

の２０％を最大として、「国内または地域社会での短期的

な社会奉仕活動や人道的活動支援」をロータリー財団また

は、他のロータリー提唱のプロジェクトとは重複しない条

件で、地区が自由に使用できるというものでした。

・未来の夢計画 　

　２００５年に「Future Vision Plan- 未来の夢計画」委員会が

　発足。２０１７年にロータリー財団が１００周年を迎え

　た時、財団がいかにあるべきかの検討を始めました。

　〔コンセプト〕・・・「素晴らしい財団」とするための骨格

　・プロジェクトと運営の簡素化

　・ロータリー財団が、自分たちの財団であることを自覚し、

　 身近な存在にすること

　・世界的目標と、地元の目標の両方を果たすための資金

　　提供

　〔プログラム〕・・・簡素化には、6 つの重点分野を設定

　１）平和と紛争予防 / 紛争解決

　２）疾病予防と治療

　３）水と衛生設備

　４）母子と健康

　５）基本的教育と識字率向上

　６）経済と地域社会の発展

・未来の夢計画への移行準備

　ＲＩ理事会は、ロータリー財団の未来計画を２００８年

６月に承認。２００９年６月に、世界５３１地区から１００

地区をパイロット地区に指定。２０１０年７月から新補助

金制度の３年間の試験運用に入る。

その間、残りの地区は、既存のプログラムをそのまま利用

しているが、２０１３ -２０１４年度からはすべての地区で

新補助金制度へ移行します。

・新地区補助金

　地区は年に一度、ＤＤＦの５０％までを新地区補助金と

して申請。（地区とクラブの複数のプロジェクトに使用）申

請書を提出する計画年度と補助金が支給され実施する２年

サイクルが推奨。地元や海外、ロータリークラブのない国

での事業も可能。新地区補助金はロータリアンが柔軟性を

もって活用できる補助金。

・グローバル補助金

　６つの重点分野に関連した比較的大規模な長期的なプ

ロジェクトを支援。これらの活動は、いずれも持続可能で

成果が測定できるものでなければなりません。

ＳＡＡ： 瀬戸 浩君／音響：川崎 洋一君

次回例会／１２月　８日１８：３０～

次回献立／フルコース料理

・２０１２-２０１３年度移行準備

　１）グローバル補助金の利点を強調（持続可能で大規模

　　  なプロジェクトであり、成果を具体的に測ることが  

　　  できること）

　２）２０１２年７月以降に、補助金管理セミナーを実施し、

　　 クラブがグローバル補助金を申請するための参加資

　　 格を得られるようにする。

　３）２０１３年１月～９月までの間に、オンラインで地

　　  区の参加資格認定手続きを行い、新しい補助金を申

　　  請できるようにする。

　４）地区及びクラブは、どのような種類の補助金であっ 

　　 ても未完了の補助金プロジェクトを一度に１０件以

　　 上実施することができない。補助金活動が終了し次

　第、速やかに報告を行い完了させる。

・クラブとしては、２０１３ -２０１４年度役員の指名、選    

出を少なくとも６カ月以上早める必要があります。理事会

構成、各種委員会選出、財団との覚書への同意、署名、補

助金管理セミナーへの出席など多くの責務を確実に果たさ

ねばなりません。

・新地区での補助金の規模は、金額的には従来の約２．５倍

になり、地元のニーズに応えるロータリーらしい、ロータ

リーの名にふさわしいプロジェクトが可能となるでしょう。

・グローバル補助金は、６つの重点分野につながる人道的

かつ持続可能性をもった素晴らしい大型プロジェクトが期

待されます。


