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《第３回クラブ協議会》 

「 地区研修・協議会 報告 」 

               渡会祐二 次年度幹事             

その後、会長・幹事部会がおよび各委員会に分かれて、

研修会が開かれました。会長・幹事部会では、会長・

幹事としての心構えのお話で、ﾛｰﾀﾘｰの目的を再度確

認すること、手続要覧をしっかり読んでおくことなど

のお話がありました。各委員会の内容につきましては、

ご出席された各委員長にご報告いただきます。 

 
5 月 20 日（土）13 時 30 分から、佐賀市の「ホテル

グランデはがくれ」において 2017～18 年度地区研

修・協議会が開催されました。 

峯次年度会長、クラブ管理運営委員長の中山会員、職

業奉仕委員長の宮原会員、奉仕プロジェクト社会奉仕

委員長の中野会員、奉仕プロジェクト青少年委員長の

村瀬会員、ロータリー財団・米山記念奨学委員長の近

藤会員、次年度幹事の渡会の７名で参加してまいりま

した。まず第一部の全体会議では，駒井英基ガバナー

エレクト（佐賀南ＲＣ）から次年度地区方針の発表が

ありました。この内容につきましては，峯次年度会長

に報告いただきます。次に、基調講演が行われ，岩永

信昭パストガバナーから「今、クラブに求められてい

るもの」というテーマでお話がありました。こちらに

ついては，渡会から報告差し上げます。内容としまし

ては、「今、クラブに求められているもの」として、 
①2016 年手続要覧に掲載されている標準ロータリー

クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則をまだ適用

されていないクラブは、できるだけ早く新しい定款、

細則を作成すること、 
②クラブ戦略計画の立案にとりかかること、 
③IT 化を推進すること、 
④RI 会長賞に挑戦すること 
が挙げられました。わかりやすいい講演で、皆さん熱

心に聞いておりました。なお、講演の中で、当クラブ

のフェイスブックが素晴らしいと，当クラブのフェイ

スブック画面をｽﾗｲﾄﾞに上映して紹介がありました。 

 

分会終了後に、改めて全体会議が行われ、新年度地区

運営についてなどの話がありました。地区大会は、本

年 11 月 17 日～19 日（本会議は、11 月 18 日（土）

佐賀市文化会館）です。当クラブのガバナー訪問は 7
月 31 日、第１回ガバナー補佐訪問は 7 月 24 日とな

っておりますので、よろしくお願い致します。国際大

会は、2018 年 6 月 24 日～27 日、カナダ・トロント

で行われます。その後，18 時 30 分から、同ホテルに

て懇親会が行われ、各クラブ同士の懇親を深めてまり

いました。  以上、ご報告差し上げます。 
 

峯　徳秀 会長エレクト 

●2017-2018 年度 RI 会長イアン H.S.ライズリー 

 Sandringham（ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑ）ロータリークラブ所属 

（オーストラリアビクトリア州） 

RI テーマ  

『ロータリー：変化をもたらす』 

～ROTARY：MAKING A DIFFERENCE～

奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらせることが

でき、私たちの活動が誰かの人生をよりよくしている。

ロータリーが変化をもたらしているからこそ、世界中

がよりよい場所になる。 

ロゴデザイン：多様性を表し、ロータリーが全ての地

域に存在し、積極的に活動していることを表している

デザイン 
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佐世保北ロータリークラブ 2016～2017 年度  ＲＩ長 / ジョン F.ジャーム   ガバナー/﨑永 剛 

【本  日】会員数 43 名 出席 27 名 欠      席  3 名 出席規定免除会員（13）出席 8 名  ビジター 2 名 出 席 率  92.11％

【前々回】会員数 43 名  出席  28 名 メークアップ 1 名   出席規定免除会員（13）出席 9 名        修正出席率  97.44％ 



・ロータリー戦略計画の３つの優先項目 

1.クラブのサポートと強化 

2.人道的奉仕の重点化と増加 

3.ロータリー公共イメージと認知度の向上 

●国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2740 地区 2017-2018 年度ガバナー 

駒井英基氏 昭和 30 年 7 月生れ 本年 62 歳  

歯科医 佐賀南 RC 所属 

（昭和 60 年入会チャーターメンバー、当時 30 歳） 

（地区職業奉仕委員長、クラブ奉仕統括委員長） 

◆地区運営方針 『地域社会にも変革を！』 

職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、次の項目に努 
力して取り組んでみよう。 

・クラブセントラルにクラブの活動を登録しよう。 
・人道的奉仕にもう一度目を向けよう。 
・ﾛｰﾀﾘｰの公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上を目指そう。 
・会員増強の目標会員 50 人未満のクラブ 純増１名 
 会員 50 人以上のクラブ 純増２名 
・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 
 

「 クラブ奉仕部会 」 

             中山 誠 次年度クラブ管理運営委員長 

2016 年新定款に基づき地区組織も再編され、クラブ奉

仕部門では「IT 公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会」及び「クラブ

管理運営委員会」が新設されました。 

これは、新定款に CLP に伴う委員会構成が明言された

ことや現況社会の IT 化、SNS の活用に対応すべき体制

作りとなります。部会では大部分の時間を「IT 公共ｲﾒ

ｰｼﾞ向上委員会」の件にさき、「My Rotary」の登録、「ク

ラブセントラルにクラブの活動を登録しよう」との目

新しい方針が追加されました。 

クラブ管理に関しては①クラブのサポート強化②卓話

プログラムの重要性③欠席者等に週報による例会の伝

達④「ロータリーの友」の内容を参考にする等のクラ

ブの活性化、の話でした。SNS 活用に関しては部会で

佐世保北 RC のフェイスﾌﾞｯｸが参考になる旨が紹介さ

れ、同様の話が全体会議での岩永パストガバナーの基

調講演でも資料として使われました。 

 

「職業奉仕部会」                  

宮原明夫 次年度職業奉仕委員長 

     社会奉仕部会 テーマ「社会奉仕活動を通じてロータ

リーの公共イメージをはかろう」 
リーダー：吉岡義治 次年度地区職業奉仕委員長 

（佐賀南ＲＣ）（要旨） 

1. 2016 年の RI 規定審議会による手続要覧では、 

『ロータリーの目的』には何ら変化がないが、第６条

に５大部門という項目があり、職業奉仕もそのひと

つに入っている。 

2.ロータリーの目的は、「奉仕の理念」を奨励し育む

ことであり、理想のロータリアンとは、「奉仕の理念」

の研鑽と実践を行う人である。 

3.そのために、職業奉仕の高潔性と倫理を学ぶ機会や

職業分類に基づいたプログラム、職業研修や職業能

力の向上など、とにかく行動することが大事である。 

4.我々がこれまで教わってきた「職業奉仕」と RI の

提唱する「職業奉仕」とは違ってきた。 

5.自分の職業上のスキルを生かした奉仕活動は、個人 

が行うものであれ、クラブが行うものであれ、立派 

な「職業奉仕」の実践である。 

カウンセラー：野口 清 パストガバナーのコメント

（佐賀ＲＣ）（要旨） 

職業奉仕の考え方は以前と変わってきており、日本ら

しい職業奉仕の考え世界（ＲＩ）の考え方と違ってき

ている。職業奉仕は、以前は『ロータリーの樹』の幹

の部分であったが、今では幹の部分は『奉仕の理念』

であり、職業奉仕は、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉

仕などと同じその先の枝葉になっている。ロータリー

は職業人と言う考え方もなくなっており、奉仕をする

人はロータリアンになりうる。しかし、日本あるいは

クラブの『職業奉仕』があっても良いのではないか。 

 

「国際奉仕・ロータリー財団部会」        

近藤竜一 次年度財団委員長  

テーマ「ロータリー財団、次なる 100 周年への 1年目

にむけて！」2016-17 年度は、ロータリー財団 100 周

年でしたので、このテーマが掲げられたのだろうと思

いました。西川義文次年度ロータリー財団委員長（大

村 RC）の活動方針の発表。内容の大半は、地区補助

金を使って、奉仕活動を行ってください。という趣旨

で勉強会はすすめられました。来期、地区補助金の申

請は、合計 21 クラブで、長崎が 19 クラブ、佐賀が 2

クラブということでした。地区補助金の活動報告で、

ナイスアイディアという事で、伊万里西ロータリーク

ラブの取り組が紹介されました。高校生市議会という

題名で、18 歳選挙権を見据えて、高校生に政治への

関心を高めてもらうために、市議会という最も身近な

政治の現場体験をしてもらう。というものでした。

市・市議会・ロータリー・学校・学生を巻き込んでの

取り組みがビデオで紹介されました。(資料有) 

 

中野雄一郎 次年度奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ社会奉仕委員長 

活動方針  
1.「ロータリーデー」の推進 
・地域の祭りやイベントに参加しロータリーへの理 
解を促す 

・ポリオ撲滅運動の紹介や募金活動 
・東日本大震災などへ募金活動 
・地域の人たちにロータリー活動の紹介 

 



2.地区補助金を活用した社会奉仕事業の拡大 
2740 地区には地区補助金として利用できるお金 

が年間 500 万程度ある訳ですが、すべて有効に利用

されている分けではありません、この補助金を有効

活用してロータリーの社会奉仕活動を盛り上げて

いきましょう。 

3.「児童虐待防止推進月間」取組強化 

ロータリークラブの公共イメージを向上させるた 

めには、各クラブ単位の社会奉仕も必要ですが、 

2740 地区の 57 クラブが同じ目標で活動すること 

が、大きな話題となり市民の理解や関心を促し、 

ロータリーを知らしめることも必要ではないでし 

ょうか。 

 

「青少年奉仕部会」 

       村瀬高広 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ青少年委員長 

ｶｳﾝｾﾗｰ  福田金治ガバナーノミニー  （佐世保 RC） 

ﾘｰﾀﾞｰ  松田洋一次年度ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長（諫早北 RC） 

副ﾘｰﾀﾞｰ  辻 登志美 次年度国際青少年交換委員 

（諫早北 RC） 

副ﾘｰﾀﾞｰ 松尾慶一 次年度ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長（佐世保 RC） 

副ﾘｰﾀﾞｰ 山口宏二 次年度ライラ委員長 （長崎ＲＣ） 

◇地区のテーマ 『相互の親睦～繋がり～実践』 

① 青少年奉仕統括委員会 

活動方針として青少年部門（インターアクト・ロータ

アクト・ライラ・国際青少年交換）がそれぞれ活動方

針に合わせて１年間活動を行う。特に 2016 年度より

インターアクトとロータアクトの連携をはじめた。 

2740 地区では青少年統括委員会が特別に設置されて

いる青少年４委員会が連携して活動できるパイプ役

になっている。 

② インターアクト委員会 

インターアクトはロータリーで急速に発展している

プログラムの一つになっている。今年度 2740 地区で

は２２番目に佐世保北ＲＣ提唱の佐世保工業高等専

門学校インターアクトクラブが発足された。運営には

学校、校長とロータリークラブの協力が必要。 

 

《会長挨拶》          

 藤井良介 会長

本日は第 3回クラブ協議会です。一昨日佐賀での「地

区研修協議会」に参加された会員の発表になります。

渡会次年度幹事よろしくお願い致します。 

5 月 16 日は今年度最後の第 8 回市内ＲＣ会長幹事会

がハウステンボス・ホテルヨーロッパで開催され、私

と幹事が参加しました。会の最後という事で事務局か

らも参加されましたが、窪田事務局員の体調がイマイ

チという事で私たちの北クラブは 2 人の参加になり

ました。5 月 18 日は会員奥様の「ハナミズキ会」が

開催され、ＪＲ博多シティ 9階「オーグードゥジュー

ル メルヴェイユ 博多」で昼食会があり、美味しい料

理でしたとの報告を受けました。帰路には「鳥栖プレ

ミアムアウトレット」に寄り、13 名の参加で楽しい

会でしたとの事です。 

昨日は晴天の中「佐世保市内 8ＲＣ親睦ゴルフ大会」

があり、参加の皆様お疲れ様でした。詳細は北斗会の

緒方幹事より報告があると思います。 

最後に宮原会員より多額の寄付金をフレンドシップ

基金にして頂き大変ありがとうございました。 

 

 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事  

 

1.例会変更 

 佐世保中央 RC 5 月 25 日（木）12：30～ 

長崎県立佐世保高等技術専門校（職場訪問例会の為）     

    

2.来　信 

・国際ロータリー 

会員数に関する重要なお知らせ 

 

・有田ロータリークラブ 

国際ロータリー第 2740 地区 2017～2018 年度  

インターアクト年次大会のご案内 

期日：平成 29 年 7 月 29 日（土） 

会場：有田ポーセリンパーク（開・閉会式、分科会）

佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙 340-28  

ＴＥＬ：0955-41-0030 

登録締切日： 平成 29 年 6 月 23 日（金） 

   

 ・ＮＰＯ法人佐世保海洋スポーツ協会 

平成 29 年度 NPO 法人佐世保市海洋スポーツ協会

総会・懇親会のご案内 

日時：平成 29 年 6 月 19 日（月） 

場所：セントラルホテル佐世保 TEL 25-0001 

総会：18：30～  懇親会： 19：00～ 

 

3.伝達事項 

  

①5/22（月）本日 16：30 より佐世保高専にてインタ

ーアクトクラブ例会が開催されます。 

②5/22（月）本日 17：00 より福田外科病院 健診室

にて第２回佐世保海洋探検隊実行委員会が開催さ

れます。 

③5/24（水）18：30 よりセントラルホテル佐世保に

て17～18年度市内8RC会長幹事会が開催されます。 

④5/27（土）～5/28（日）佐賀県黒髪少年自然の家に

て第 38 回 RYLA（ロータリー青少年育成指導者 

プログラム)が開催されます。(宮﨑幹事、松尾奉

仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ青少年委員長、高専学生５名 参加) 

⑤5/29（月）次回例会は会員卓話 田実貞昭会員です。 



《来訪ロータリアン》 二ノ宮 健君 

 佐世保８ロータリークラブ、ゴルフ大会と北斗にご参

加の皆様お疲れ様でした。 ・佐世保南ＲＣ   西沢雅幸 君   

池内章雄 君  

緒方信行君     

《委員会報告》 昨日の８Ｒゴルフ大会に、ご参加の皆さまお疲れ様で

した。戦力になった人も戦力外の人も、もう少し今後

努力して下さい。北斗会の優勝者、船津学君おめでと

うございました。 

渡会祐二 次年度幹事  

次年度の結婚記念日のプレゼントのご案内を配布し

ております。ご希望のプレゼントをお選びいただき、

提出していただくようお願い致します。  

 峯 徳秀君 

渡会祐二 親睦活動委員長  佐世保南ＲＣ西沢会長のご来訪を歓迎致します。 

6 月 12 日の担当例会にあたり、皆様にお願いの文書

を配布しております。ご協力よろしくお願い致します。 

昨日の市内８RC 親睦ゴルフ大会において、第 59 位の

西沢会長賞を頂きましたのでニコニコします。ありが

とうございました。本日のクラブ協議会、皆様よろし

くお願いします。 

 

松尾重巳奉仕プロジェクト 青少年委員長  

 今週末、5月 27～28 日 第 2740 地区「第 38 回ＲＹ

ＬＡ」が開催されます。会場は佐賀県黒髪自然の家で

行われます。例年通り、佐世保工業高等専門学校５名

に参加いただきますが、インターアクトクラブ認証後、

初めての参加となります。会員としては宮﨑幹事と私

の２名で参加して参ります。   以上、報告です。 

小川 寛君 

先週、行かれました長崎県土地家屋調査士会総会にお

きまして４１歳の船津学さんが、県の会長に就任され

ました。おめでとうございます。 

ご活躍をお祈り申し上げます。全国で最年少の会長で

す。   
  

 ≪ニコニコＢＯＸ≫ 松田信哉君 

            東田賢二 親睦活動委員 この度、我が会員の船津学君が長崎県土地家屋調査士

会の会長に任命されました。おめでとうございます。

皆さん大きな拍手をお願いします。これからも一層頑

張って下さい。 

 

佐世保南ＲＣ 西沢雅幸君 

藤井会長、残すところあと一か月余り。お互いに楽し

みながら、頑張りましょう！  

船津 学君  

佐世保南ＲＣ 池内章雄君 先日、長崎で行われました長崎県土地家屋調査士会の

総会において、長崎県の会長に就任いたしました。会

議等で佐世保を離れることが増えますが、皆様今後と

もよろしくお願いいたします。 

佐世保南 RC からまいりました。よろしくお願いしま

す。 

 

藤井良介 会長・永田武義 副会長・宮﨑有恒 幹事  

小西宗十君  豊島揆一君 平石晃一君 福田俊郎君 今年度の例会も残り少なくなりました、本日は第３回

クラブ協議会で、土曜日開かれました次年度クラブリ

ーダーの研修会「地区研修協議会」の報告です。渡会

次年度幹事よろしくお願いします。 

古賀新二君  湯口純二君 森　 豊 君  松尾重巳君
  　　　　　　蒲池芳明君  松田 亜由美君 

地区協議会出席の皆さま、お疲れさまでした。 

いよいよ次年度に向けてエンジンをふかして下さい。 昨日は佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会も開催され、

参加のみな様お疲れ様でした。船津会員の長崎県土地

家屋調査士会会長就任おめでとうございます。 

 

中山  誠君 中野 雄一郎君 宮原明夫君 

近藤竜一君  渡会祐二君 村瀬高広君 ご活躍を祈念します。 

5 月 20 日に開催された地区研修協議会に参加してき

ました。会の前に峯エレクトからおいしいうなぎをご

ちそうになりました。また、よろしくお願いします。 

 

永田武義 副会長 

佐世保南ロータリークラブの西沢会長そして池内さ

ん、ようこそいらっしゃいました。 今日は、クラブ協議会です。よろしくお願いします。 

 北クラブのいい雰囲気を十分楽しんでください。 

  本日の合計 58,000 円     累計 1,558,500 円 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健   委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明   （記事担当 鳥越敏博）


