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「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 
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《公式訪問卓話》 

第 2740 地区 福田金治ガバナー 

 

（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

会長エレク

トのバリ

ン・ラシンさ

んが次年度

の 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。 

 

（2）国際ロータリーの運営方針 

①2017 年 9 月に発表された「ロータリービジョン声 

明」に従ってＲＩは活動するので、各クラブもこの 

声明に伴って活動して下さい。 

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。 

 

 

（3）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

が無い時は、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。 

⑥ICGF（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 ICGF（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

委員会の方だけが対象です。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。 

 

（4）会員増強について  

私が 15 年前に地区幹事をした際、ガバナー公式訪問

が終った後で、会員歴の短い方と懇談会を行いました。 

その結果わかった事は、どのクラブにおいてもクラブ

の努力により新会員の入会はあっておりました。 
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ある程度は新会員が入会されているのに、それ以上の

退会者がある為に会員増強が出来ておりませんでし

た。 

その原因は入会後、半年以内に退会される方がおられ

るからでした。 

入会後、しばらくして退会されるクラブでは、新入会

員研修は実施されておらず、入会後の指導を殆どなさ

っておりませんでした。 

反対に、新入会員研修会を定期的に実施されており、

入会後の指導も行っているクラブは、入会後半年以内

に退会される方は少なかった様です。 

会員増強の「カナメ」は入会された方の退会を極力少

なくする事ではないかと思います。 

ぜひ、新会員研修会を定期的に開催される事を要望致

します。 

 

（5）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。

国際ロータリーの新年度の運営方針の説明と「ガバ

ナー補佐」「地区委員長」の役割と責務について研

修します。 

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 

地区が行う事業では最大の行事です。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

在は特に規定が無いので大会は一日に終了されてい

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。 

主な活動には、「エンドオブポリオ」「財団奨学生」

「国際青少年交換」等があります。 

ロータリー財団は、会員の皆様がロータリー財団に

寄付される寄付金によって運営されています。 

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。 

 

 
 

《会長挨拶》 

                森  豊 会長 

◆させぼ海洋探検隊ｉｎ高島について 
 開校式での支援金贈呈式は会長の役目ですので初

めてですが参加してまいりました。奉仕プロジェクト

青少年委員会宮原委員長、宮﨑隊長はじめ多く会員の

参加ありがとうございました。佐世保高専インターア

クトの皆様のサポートもありました。たくさんの方々

のご協力により事故も無く無事終えることが出来、安

堵いたしました。 
 
◆佐世保東ローターアクト公式訪問例会に出席 

 8 月 19 日松田幹事、小川インターアクト地区委員

と 3名で参加しました。 

 2740 地区のローターアクト委員長を招き開催する

例会を公式訪問例会と言うらしく、外部講師による記

念卓話もありました。 

ローターアクターは 30歳停年制の中、会員確保が

難しく現在4名のうち来年2名が停年となり存亡の危

機に瀕しているようです。 

何としても多くの会員増をと願う気持ちが伝わっ

てくる例会でした。 

佐世保地区では唯一この東ローターアクトクラブだ

けですので、隆盛になってくれればと願っております。 

 

    
 



《幹事報告》 

                松田信哉 幹事 

１．例会変更 

 

・松浦ＲＣ 

8 月 31 日（金）12：30→18：30～ 

松浦シティホテル（歓送迎会のため） 

 8 月 14 日（火）休会（定款第 8条第 1節） 

 

・佐世保東ＲＣ 

9 月 6日（木）12：30→9月 1 日（土） 

ホテルオークラ JRハウステンボス 

1 階宴会場（納涼家族例会のため） 

 

２．来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま 221 

 

・ガバナー事務所 

① 第 2 回地区インターアクト委員会のご案内 

（小川寛地区委員宛） 

日 時：8月 25 日（土）12：00～ 

場 所：Ｌ＆Ｌ ホテルセンリュウ 

  (諌早市永昌東町 13-29 TEL0957-22-8888) 

 

② 2018～2019 年度インターアクト研修会事前ア

ンケート調査のご依頼 

 

③ インターアクト年次大会についてのアンケート 

のお願い 回答締切 9月 3 日必着 

 

④ 職業奉仕セミナー開催について 

 会 場：武雄センチュリーホテル 

（武雄市武雄 4075-13 TEL 0954-22-2200） 

 

 ⑤ 全クラブ会員を対象とする研修会及び懇親会の 

ご案内 

日 時：9月 18 日（火）16：00 開会 

会 場：九十九島ベイサイドホテル＆リゾート 

 フラッグス 

 

・地区大会事務局 

 2018～2019 年度 地区大会のご案内 

 ・記念ゴルフ大会のご案内  

日 時：11 月 16 日（金）受付 7：00 より 

スタート 8時アウト・イン各 12 組 

場 所：佐世保カントリー倶楽部石盛岳コース 

・ＲＩ会長代理歓迎晩餐会のご案内 

日 時：11 月 16 日（金）18：30～ 

会 場：ホテルオークラＪＲハウステンボス 

・本会議 11 月 17日（土） 

アルカス SASEBO 大ホール  

11：00 開場 

12：00～海上自衛隊音楽隊演奏会 

13：30 点鐘 

 

・記念懇親会 11月 17 日（土）17：40～19：30 

ホテルオークラ JRハウステンボス 

 

・佐世保東ＲＣ 

「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報告書」 

 

・佐世保中央ＲＣ 

「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報告書」 

 

３．伝達事項 

8/27（月）の例会は例会変更で 8/26（日） 

17：30 より「九十九島シーサイドテラスホテル 

＆スパ花みずき」にて夏の家族例会となっており 

ます。 

お間違いのないようよろしくお願い致します。 

 

《来訪ロータリアン》 

 
・佐世保ＲＣ 

RI 第 2740 地区 福田金治ガバナー 

 

・佐世保東南ＲＣ 

森山隆明 第 6グループガバナー補佐 

 

・佐世保ＲＣ 

増本一也 地区幹事 

 

 

新入会員 歓迎メッセージ 村上寅雄 会員 

 

この度、多くの佐世保クラブの中から佐世保北クラブ

に入会され大変嬉しく思っております。今後は、北ク

ラブ会員として 1日も早く馴染んでください。 

実は、私は松本家のおばあ様との交流は昭和 30年頃

から始まり、お父様とは当時小学 1～2年生でお会い

したと思っております。そのお父様も北クラブの会員

として、今日まで実に 60年ほど深い交際をさせて頂

いております。 

今後は、あなたもロータリーの会員として例会の出席

を 100％されるようにお願い致します。当クラブに出

席できない場合は他のクラブにでもメークアップす

るようにして下さい。 

先日は、お父様とご一緒に私のところに来て頂き、北

クラブに入会するということを直接お聞きしまして

大変嬉しく思いました。先日お電話したとおり、本日



は私の病気増悪の為、栄有る入会式に出席できなくな

った事を再度お詫び申し上げます。 
お元気で頑張って下さい。 

 
 

《委員会報告》 

 

松尾重巳 親睦活動委員長 

「夏の家族会」を以下の通り開催致します。 

日 時：平成 30 年 8 月 26 日（日）17：45 頃～ 

場 所： 九十九島シーサイドテラス ホテル＆ 

スパ花みずき 本館 2Fサンセット 

バスの乗車時間については案内の通りです。再確認を

お願いします。当日のご参加を宜しくお願い致します。 

 

宮原明夫 奉仕プロジェクト青少年委員長 

8月 16日にさせぼ海洋探検隊in高島の開校式に森会

長、松田幹事、古賀、松永、船津青少年委員とともに

参加、クラブからの支援金 15万円を渡してきました。

泊まり込みで主催されました宮﨑実行委員長、村瀨副

実行委員長、大変お疲れ様です。佐世保高専から 18

名の学生さんがスタッフとして参加していただき、そ

のうち 8 名はインターアクトの会員でした。 

10月 8日に開催されます第21回ウォーキング＆ゲー

ムラリー大会に多くの会員さんにご協賛いただき誠

に有り難うございます。協賛の品物やお金は、9月 3

日の例会までに、宮原までよろしくお願いします。今

回は現金での協賛は、障害者の作業所の商品購入に充

てさせていただきます。 

 

◆国際奉仕委員会 緒方信行委員 

仁川松島 RC と厦門理工学院訪問の件 

 

◆創立 35 周年記念実行委員会 緒方信行委員長 

本日 18：30 よりグランドファーストインにて 

 

 

《ニコニコボックス》   

松尾重巳 親睦活動委員長 

 

第 2740 地区 2018～2019 福田金治ガバナー 

本日のガバナー公式訪問例会、佐世保北 RCの皆様に

は、日頃よりお世話になります。PETS の開催には、

主管クラブとして御協力を頂き大変感謝致しており

ます。これから私どもは、地区大会や数々の地区事業

に全力尽くして参ります。特に、地区大会につきまし

ては、佐世保市内第 5・第 6グループの会員の皆様に

は、全員ご参加して頂きたいので、よろしくお願い申

し上げます。引き続き皆様のご支援、ご協力の程、宜

しくお願い致します。 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

1.福田金治ガバナー、森山隆明ガバナー補佐、増本一 

也地区幹事の訪問を心より、歓迎致します。福田ガ

バナー、本日の卓話宜しくお願い致します。 

2.本日ご入会の茶村様、入会を心より歓迎致します。 

3.させぼ海洋探検隊 in高島で 4日間に亘って実行委

員長としてお世話されました宮﨑会員、土曜日まで

付き合ってお世話をされた村瀨会員大変お疲れ様

でした。また、開校式に出席された宮原委員長はじ

め青少年委員の皆様ありがとうございました。 

4.昨日、東 RCのローターアクト公式訪問例会があり

ました。参加した小川 寛会員、ご苦労様でした。 

 

村上寅雄君 

1.福田ガバナーの公式訪問ありがとうございます。ご

指導よろしくお願い致します。 

2.茶村様、数あるクラブより佐世保北 RCに入会頂き、

ありがとうございます。1日も早くロータリーにつ

いて学び、気負わずロータリアンになってください。 

 

豊島揆一君 

第 2740 地区福田ガバナー公式訪問ありがとうござい

ます。ご指導宜しくお願い致します。「させぼ海洋探

検隊 in 高島」宮﨑実行委員長、8月 16 日～19 日まで

の 4日間、暑い中お疲れ様でした。 

 

福田俊郎君 

毎年恒例の、海洋スポーツ協会の、高島探検隊 3泊 4

日で無事終了致しました。参加していただいた宮﨑さ

ん、村瀨さん、高専の越村先生はじめ多くの参加者、

子供達もケガもなく無事終了致しました。ありがとう

ございました。 

 

相良一三君 

会員の皆様、残暑お見舞い申し上げます。大変ご無沙

汰しておりました。今日は私が尊敬する友人の松本さ

んのお嬢様が入会されると聞き出席しました。 

お父さん譲りの社交性と商才を発揮され活躍される

ことを期待しています。 

 

宮﨑有恒君 村瀨高広君 

8月 16日から 19日、三泊四日で開催された第7回「さ

せぼ海洋探検隊 in高島」が無事終了しました。 

開校式には森会長、松田幹事、宮原青少年委員長、船

津副委員長、古賀、松永会員、そして三日目には、公

共イメージ委員会二ノ宮委員長、蒲池委員、そして西

沢ファミリーにお越し頂き、それぞれ接待が大変でし

たが、豊島会員のスイカをはじめ皆様方からの差し入

れありがとうございました。 

また、主催の「佐世保海洋スポーツ協会」理事長の福

田先生には、毎日来ていただき天津包子の餃子 100
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本日の合計  56,000 円    累計 264,000 円 

 

個いつもありがとうございます。 

毎年の佐世保北 RCの応援に心より感謝致します。あ

りがとうございました。茶村さんの入会を心より歓迎

します。高島でお会いしましょう。 

 

田中幹人君 

父の初盆では、猛暑の中、実家のある大島まで、森会

長、松田幹事をはじめ多くの会員の方々にお参りに来

ていただき有り難うございました。加えて、沢山のご

仏前やお品、お花まで頂戴し、感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当に有り難うございました。 

 

平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

緒方信行君 中山 誠君 古賀新二君 宮原明夫君 

峯 徳秀君 牧野博一君 蒲池芳明君 渡会祐二君 

村瀨高広君 三谷秀和君 小川一貴君 松永祐司君 

近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 船津 学君 

八木順平君 小西研一君 中川信次君 井上隆三君 

二ノ宮 健君 中野雄一郎君 松田亜由美君 

鐘ヶ江 和重君 

本日は福田金治ガバナーをお迎えしての公式訪問例

会です。ガバナーの貴重なお話を皆で拝聴しましょう。 

そして、8月 16 日から 19 日まで行われました。 

させぼ海洋探検隊 in 高島の開校式、閉会式に参加い

ただいた会員の皆様お疲れ様でした。 

宮原委員長、宮﨑会員、村瀨会員におかれましては、

現地での 3日間の企画、運営、猛暑の中、本当にお疲

れ様でした。 

最後に、本日入会されました、有限会社寿屋貸衣装 

茶村亜子会員、ご入会おめでとうございます。 

他の団体クラブからの誘惑にも負けず、迷わず佐世保

北 RCへ入会頂きありがとうございました。 

これから長い付き合いとなりますが、どうぞ宜しくお

願い致します。 

 

《物故会員 深町等君 精霊流し 2018.8.15》 

 

   
 

 

《新入会員プロフィール》 

氏 名    茶村 亜子（チャムラ アコ） 

入会日    2018 年 8月 20 日 

住 所    佐世保市島瀬町 1-1 

TEL       0956-22-4660 

生年月日   1971 年 10 月 24 日 

職業分類   総合ブライダル業 

勤務先    (有)寿屋貸衣裳店 

役 職    代表取締役 

勤務先住所 佐世保市光月町 3-4 

TEL       0956-24-6789 

E-mail.   saaa.1997@icloud.com 

 

【推薦者】  村上寅雄 八木順平 

 

 


