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Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会 第 2回クラブ協議会（地区大会報告）松田信哉 幹事  次回例会 年次総会 峯 德秀 指名委員長 

《委員会卓話》 

ロータリー財団セミナー報告 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

富田耕司 委員長 

  

 

「財団委員長より」 

ロータリー財団は内容が複雑で、理解を広めるために

ロータリー夢計画を作ったが、それでも理解が難しい。

寄付を集めるところ、使うところ、チェックするとこ

ろが各々違っていることから複雑になっていること

が原因かと思われます。 

 

「報告者として」 

・財団委員長 

・地区補助金委員長 

・ポリオプラス委員長 

・資金推進委員長 

・資金管理委員長 

・グローバル補助金委員長 

・財団奨学学友委員長 

 

以上から報告がありました。 

多くの委員会があり、複雑化していることの表れとし

てこのように多くの委員会があります。 

 

「補助金のあり方として」 

2740地区は毎年約 2,000万円程度の寄付があり、そ

の中から地区活動資金(DDF) として 1,000万円、国際

的活動資金(WF) として 1,000万円となっており、地

区活動資金 1,000万円のうち、50%の 500万円が地区

事業として各々のクラブに分配され活動に利用され

ています 

残りの 50%と 1,000万円が国際的な活動資金となって

います。 

地区の活動資金の利用ですが、長崎県のクラブが利用

しており、佐賀県のクラブは利用していないとのこと

です。私は今後の地区活動資金のあり方について、問

題提起を致しました。 

地域密着の活動資金の利用の内容は、今後はもっとロ

ータリー各々のクラブの活動ではなく、数クラブのグ

ループでの継続性のある事業として役立てることを

地区及びグループで考えてはどうかと提案しました。

理由として、各クラブでは補助金申請の時期及び期間

が短いことがあります。 

 

「地区でのグローバル補助金の活用」 

聞くところによると、例えばネパールなどでは貧しい

子供たちが食事もない、教育も受けることができない

ため、食べるために I S(イスラム国)やタリバンに参

加しているとのこと。 

このような諸外国の難題に取り組むことや、日本各地

においても子供の食事もとれない人々が多くいるこ
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【本  日】 会員数 44名 出席 24名 欠     席 2名   出席規定免除会員（14）  出席 6名      出 席 率 88.89％ 

【前々回】会員数 44名   出席  26名 メークアップ 5名   出席規定免除会員（13）  出席 8名    修正出席率 100.00％ 

 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  2018～2019年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 

  

 

 

 



との問題解決に手を差し伸べようという活動目標が

あるとか、地域においても目の行き届かない問題にあ

る程度の継続性を持った取り組みこそ必要ではない 

かと思いました。 

また地区補助金を受けるため、各クラブは 2月にセミ

ナーを受け、3月末締切(限度 1ヶ月猶予)のスケジュ

ールで行っている現状に難しさを感じました。 

単年度で交代することが通例になっている中、新しい

年度の委員長を早く決め、事業検討を前もって行うこ

とが必要という難しさがあります。 

近年は中山会員に任せきりの状況ではなかったかと

思います。 

 

「補助金奨学生制度」 

グローバル補助金奨学生、地区補助金奨学生について、

かつて北クラブも推薦者を出し合格したこともあり、

必要に応じて対応できたらと思います。 

 

「千葉憲哉ガバナーエレクトより」 

地区としての今後の財団のあり方について、検討を加

え方針を決定していきたいとの話がありました。 

 

 

 

 

 

             近藤竜一 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 
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本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

 

※ナンバープレートの話しです 

 先日信号待ちで止っている私の車の横にナンバ

ープレートが、ひらがなが書かれている文字のとこ

ろに「領」と青色で書かれた車が止りました。 

初めて見るナンバープレートでしたので「何だこ

の車は？」と中をのぞきましたが見えませんでした。

会社に戻り調べました。このナンバーは外務省管轄

のナンバープレートで、外交官車両と言い、各国の

領事館（外交官）の車両ということが判りました。 

佐世保ではＡとかＹとかのアルファベットのナ

ンバーの車が走っていますがこれは米国軍属の人

が所有する車両に付けられています。 

Ａは軽自動車 Ｙは普通車についてます。米国軍

属所有の車にはそのほかにもあまり見かけません

がＥ，Ｈ，Ｋ，Ｍ，Ｔ，Ｂなどがあるようです。 

そのほかにひらがなの「よ」がついた車は米国の

退役軍人で日本国籍を持っていない人の車に与え

られているそうです。 

いずれにしても「アルファベット」「領」「よ」そ

れぞれの運転者は日本人ではないことになります。 

任意保険に満足に入っていなかったり、治外法権

で守られた外人さんなので交通事故では泣き寝入

りになる場合が多いそうですので、君子危うきに近

寄らずのたとえ、近寄らないことが肝心かと思いま

す。万が一事故に遭遇したときは渡会弁護士様にお

願いするのが肝要かと思います 

 

 

 

《幹事報告》 

                松田信哉 幹事 

1.例会変更  

 ありません 

 

2.来信  

◆国際ロータリー 

 藤井会員、古賀会員 ＰＨＦマルチプルピン 

 

◆公財）ロータリー米山記念奨学会 

 特別寄付金明細書（領収）、感謝状（礼状） 

福田、藤井、湯口、三谷、松田（信）会員 

第 33回 米山功労クラブ感謝状〔佐世保北ＲＣ〕 

     

◆ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 11月号  

 

◆ガバナー事務所 

①第 7回全国インターアクト研究会 再ご案内 

②2018年 11月報告 My Rotary アカント登録 

数及び Rotary Club Central 会員生年月日 

 

③第 3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：12月 8日（土）15：00～    

会議後 懇親会 18：00～ 

場所：ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル

（長崎市南山手町 1-18 ＴＥＬ095-818-6601） 

  

◆地区大会事務局 

①クラブ表彰について 

（2017～2018年度 ＲＩ会長賞） 

  ご説明 15：25～15：35 

ご登壇 15：45頃 

 

        ②海上自衛隊護衛艦「あさゆき」 

見学にご参加の皆様へ 

  護衛艦入場の際 顔写真付き身分証明書 

（例 運転免許証・パスポート・ 

マイナンバーカード等） 

  

◆海上自衛隊佐世保地方総監 菊地 聡様 

 佐世保地方隊創設 65周年自衛隊記念日記念行事の

お礼 

    

◆元会員 須田昇夫人より 

 会員の皆さまへ年賀欠礼状 

 

3.伝達事項 

①11/16（金）18：30より 

地区大会ＲＩ会長代理晩餐会 

於 ホテルオークラＪＲハウステンボス 

 

11/17（土）10：50より 

会長主催昼食会 

 

11/17（土）13：30より 

地区大会本会議 

於 アルカスＳＡＳＥＢＯ 

その間、会場ではカレー、佐世保バーガーの食事

ができます。（申込みの方） 

  

本会議終了後、ホテルオークラＪＲハウステンボ

スにて 17：40開催の懇親会にご参加の方はシャ

トルバスにて移動していただきます。よろしくお

願い致します。   

 

②11/19（月）次回例会は第 2回クラブ協議会 

（地区大会報告）松田信哉幹事 です。 

 



本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 
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IT会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 公門新治） 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本日の合計 32,000円    累計 579,000円 

 

《委員会報告》   

 

二ノ宮健 公共イメージ雑誌文献委員長 

 ロータリーの友の紹介 

 

 

 

 

 

 

中野雄一郎 KKC代表 

KKC開催のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

《今月の結婚祝い》 

Ｓ.50.11. 2 中山 誠 ・ 文子 夫妻  

Ｓ.57.11. 6 湯口純二 ・ 昭子 夫妻  

Ｈ. 7.11. 8 井上隆三 ・ 智子 夫妻 

Ｓ.48.11.10  二ノ宮 健 ・ 澄子 夫妻  

Ｓ.43.11.17 豊島揆一 ・ 幸子 夫妻 

Ｓ.45.11.22 富田耕司 ・ 路子 夫妻 

Ｈ.20.11.22 村瀨高広 ・ 美希 夫妻 

Ｓ.56.11.23 蒲池芳明 ・ 眞三枝夫妻 

Ｈ.13.11.24 松田亜由美・ 延之 夫妻 

Ｓ.53.11.27 福田俊郎 ・ 三和 夫妻 

 

 

《今月の誕生祝い》 

Ｓ.18.11.11 永田武義 君  

Ｓ.27.11. 1 相良一三君  

Ｓ.28.11.23 宮﨑有恒君 

 

 

《ニコニコボックス》 

中川信次 親睦活動委員 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

昨日、東彼杵町総合会館で行われました、ロータリー

財団セミナーに参加された、富田委員長、蒲池エレク

ト、大変ご苦労様でした。 

本日は委員会卓話となっております。富田委員長、近

藤副委員長、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会  

富田耕司 委員長 近藤竜一 副委員長 

今日は財団卓話です。よろしくお願いいたします。 

 

富田耕司君 

11 月 9 日園遊会に出席して参りました。並んだ場所

が良かったことから、直接両陛下と皇族殿下とお言葉

を交わすことができました。雨の中での両陛下のお心

遣いが身に染みるとともに感激のひと時を過ごして

参りました。 

 

永田武義君 

誕生日のお祝いを戴きまして、有難うございました。

ロータリーマークが刺繍された今治タオルでした。毎

日使っています。これを選定された会員に厚くお礼申

しあげます。 

 

蒲池芳明君 

前回より私達二人の為の結婚祝いをしていただき本

当にありがとうございます。歳と共に女房はますます

強くなり今後がとても心配です、皆さまのご支援よろ

しくお願いいたします。富田委員長、近藤副委員長の

ロータリー財団・米山記念奨学委員会のお話し楽しみ

に拝聴いたします。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 藤井良介君 緒方信行君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 

二ノ宮健君 小川一貴君 松永祐司君 松尾重巳君 

公門新治君 船津 学君 八木順平君 小西研一君 

中川信次君 井上隆三君 鐘ヶ江和重君  

茶村亜子君 

本日は、ロータリー財団・米山記念奨学委員会による

卓話となっています。 

会員一同しっかり拝聴したいと思います。よろしくお

願いします。 

 


