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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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【本 日】
会員数 43 名

出席 28 名

【前々回】会員数 44 名 出席 27 名

欠

席

2名

出席規定免除会員
（13） 出席 10 名 ビジター2 名 出 席 率

メークアップ 3 名 出席規定免除会員（14 出席 6 名

《クラブ運営方針》
ロータリーはこれからの思い出づくり
森

豊

会長

95.00％

修正出席率 100.00％

※ロータリーは毎週が異業種交流会
フランクで質の高い情報交換が出来ています。
これ
を更に充実させ、
楽しいロータリー活動をしましょ
う
※35 周年事業を成功させよう!!
10 周年事業での城島高原への 1 泊 2 日の旅行は参
加された方には今でも語り草になるくらい、
インパ
クトの強い思い出深い行事あったようです。
35 周年事業もそれに負けないように充実した事業
にしていきましょう。
緒方実行委員長に全力集中協力をお願いします。

RI テーマは「インスピレーションになろう」です
インスピレーションの意味には鼓吹(鼓舞)する、
激励
する、実行するそんな意味があり、それぞれのクラブ
で考えて欲しいとのことで、
地域社会の方々の模範と
なり、リーダーとなり、社会に貢献していきましょう
と理解しました。会員皆様のクラブに対する思いをぶ
つけながらインスピレーションになりましょう。

※佐世保北ロータリークラブはすごい！！
メーキャップ等で他のクラブを訪問してみると解
るはずですが、
和気あいあいとした例会の明るい雰
囲気は北ロータリーが最高です。ハードルの高い
色々な事業も軽々とクリアーしていく会員皆様の
能力はすごい。
これらを併せ持ってもっともっと楽しい例会作り
に務めてまいります。会員皆様の絶大なご協力を
お願いします。

※会員 50 名のきっかけの年にしましょう
出席委員会、職業分類委員会の存在、職業奉仕の精
神を理解し、
職業を高潔なものにしょうと理解した
人は退会しないはずです。ロータリー情報委員会、
職業奉仕委員会の役目は大事です。
入会間もない会
員のフォローをお願いしたい。
退会者をなくした上
で会員増 5 名を目標にしたい。
会員候補者の情報提
供をお願いします。
本日の例会 納涼例会

親睦活動委員会

次回例会

祝日休会

海の日

《会長挨拶》
森

豊 会長

6 月 25 日の会長幹事交代式におきましては S.A.A.・
親睦活動委員会はじめスタッフ・会員皆様のご協力で
無事終えることが出来ました。
ありがとうございまし
た。本日より、森オレンジ丸は出帆いたします。
森オレンジ丸に今後とも、
追い風のサポートをお願い
します。

《今月の誕生祝い》
S36.7. 1 峯 徳秀君
S43.7. 5 松永祐司君
S30.7.10 湯口純二君
S24.7.23 森 豊 君

《幹事報告》
松田信哉 幹事
1来 信
◆国際ロータリー
国際ロータリー会員増強部より ハードウェアの
緊急修理完了のお知らせ（会長賞達成項目入力可能）
《来訪ロータリアン》
◆国際ロータリー日本事務局
ロータリーレート 1 ドル＝110 円

◆佐世保中央 RC

崎元 英伸 君

◆佐世保中央 RC

山口 裕之 君

◆2017～2018 ガバナー事務所
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（お礼）
8 月 20 日まで直前ガバナー事務所として残務処理
◆ガバナー事務所
ガバナー月信 7 月号
◆佐世保東ＲＣ
2018～2019 年度
第 3 回市内 8ＲＣ会長・幹事会のご案内
日時：7 月 18 日（水）18 時 30 分より
場所：ホテルオークラ JR ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 飛鳥の間
2.伝達事項
◆7/3（火）15：00 より市内 8ＲＣ会長・幹事にて
佐世保市長表敬訪問が行われます。
◆7/6（金）九十九島ベイサイド＆リゾートフラッグ
スにて福田金治ガバナー激励会が開催されます。
ご出席の方はよろしくお願い致します。
◆本日、皆さんのセルフ BOX へ現況報告書・ポケット
組織表、
会費請求書をいれておりますのでご確認よ
ろしくお願い致します。
◆7/9（月）次回例会は 18：30 より短縮例会後、納涼
例会並びに新入会員歓迎会を開催いたします。

《委員会報告》
◆奉仕プロジェクト青少年委員会 宮原明夫委員長
8 月 16 日（木）～8 月 19 日（日）海洋探検隊㏌高島
が宮崎有恒実行委員長のもと開催されます。
佐世保北
RC でも全面的にバックアップしたいと考えています
のでよろしくお願いいたします。例会終了後、委員会
を開催しますので委員会の皆様はお集まりください。
◆ウォーク＆ゲームラリー大会実行委員会
宮原明夫委員長
10 月 8 日（日）に第 21 回ウォーク＆ゲームラリー大
会が体育文化館で開催されます。
趣旨に賛同していた
だき、
協賛していただける方はポスターチラシに掲載
させていただきますのでよろしくご協力をお願い申
し上げます。今年は 1 社あたり約 5000 円を目標にし
ています。
◆35 周年記念事業委員会 緒方信行委員長
周年記念事業としての旅行を計画しています、詳細は
決まり次第皆様に報告いたしますので、ご参加、ご協
力方よろしくお願いいたします。
◆国際奉仕委員会 緒方信行委員
7 月 14 日、15 日厦門理工学院との交流会についての
報告
◆北斗会 緒方信行会員
9 月 1 日佐世保カントリークラブにおいて第 1 回北斗
会を開催いたします。

◆佐世保高専の RYLA 参加者より活動報告が届きまし
たので紹介します
物質科 3 年 北野沙樹
5 月 26 日か
ら 27 日にか
けて、
多久市
で行われた
RYLA
（ロータ
リー青少年
指導者養成
プログラム）
に参加して
きました。 テーマは“己を育む 『論語で学ぶ』”で、
古くから論語を重んじている多久の歴史や、
論語の教
えを学び、考えるといった活動がメインでした。
特に、1 日目に行われた講演会では、実際に論語の
名文を音読し、内容の解説を受けました。その後のグ
ループ討議では、
“真の善人”について論語の直躬説
話を題材として話し合い、
まとめるという活動をしま

した。私の班ではまず直躬説話の中の善人は誰か、と
いう議論を行い、
それをもとに自分なりに考えた善人
とはどのようなものか発表し合いながら、
考えをまと
めました。題材が難しいだけあって、どこのグループ
も白熱した議論が繰り広げられていました。
2 日目は、多久聖廟とその周辺の歴史散策を行いま
した。多久聖廟は、1708 年、多久四代邑主多久茂文
が、
教育を振興し敬いの心を育むため建てたものだそ
うです。とても立派な作りで、彫刻や絵の細かいとこ
ろから、
学問を重んじた茂文の強い思いが感じられま
した。また、散策道には孔子像や中国の漢文が彫られ
た碑などが建っており、
緑がきれいで心安らぐ場所で
した。
その後、グループ討議の発表を行いました。他の班
の発表を通して色々な論語の解釈を聞くことができ、
興味が広がりました。
今回の研修会では、普段あまり触れることのない論
語について学び、
自分の知識の 1 ページに刻むことが
できました。また、普段いる組織とは違う場所で発言
したりする機会はなかなか無いので、
この経験を学校
生活でも活かしていけたらと思います。
電子制御工学科

５年 福田 匠
先日は
RYLA に参
加させて
いただき、
誠にあり
がとうご
ざいまし
た。
初日に
は、交流ゲ
ームの中で、
初めて会う人たちと触れ合うことで緊張
感を解くことができました。
これは後に行われるグル
ープ討議を円滑に進めるような役割もあり、
学生会や
部活動の中でも、
最初に行うアイスブレイクとしてと
ても参考になるものでした。
そのグループ討議の中では、
今回 RYLA が開催された、
多久にゆかりのある、孔子の論語を元に、
「これから
の社会のリーダーとして真の善人とは何か」
について
討議を行いました。
孔子の言葉を集めた、論語の中で、孔子の生涯、彼
の思想など、
普段の生活では触れることのできない事
まで講師であった武田耕一先生から学ぶことができ
本当に良かったと思います。
討議の結果として複数の
グループから様々なベクトルの意見を聞き、
どれも説
得力のある内容で、
こういったプレゼンテーション能
力というのも鍛えられました。2 日間にわたる合宿の
有意義な時間の中で、学生や新社会人、さらには企業
の社長さんなど、多くの方々とお話を交える中で、学

生のうちにやっておくべきことや、
これからどういう
風に生きていけばいいかなど、
人生をマクロな視点で
考えることができました。この貴重な体験を、今後の
生活に生かすことができてやっと RYLA の修了となる
と思うので、そうできるように頑張っていこうと思い
ます

《ニコニコボックス》
松尾重巳

親睦活動委員長

佐世保中央ロータリークラブ 﨑元英伸君
今年度佐世保中央ロータリークラブの会長を務めさ
せていただきます。よろしくお願いいたします。峯前
会長一年間お疲れさまでした。
佐世保中央ロータリークラブ 山口裕之君
北ロータリークラブ様には初のメークアップになり
ます。お世話になります
森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
いよいよ、
本日から、
森オレンジ号が出航いたします。
先月まで、峯直前会長、渡会直前幹事、大変お疲れ様
でした。お２人の一年間の功績を引き継いで、しっか
りと舵をとって参りますのでどうぞご期待下さい。
会員の皆様には、今年一年間、快適なロータリーの旅
をお約束したいと思います。ただ途中、大荒れの天気
も予想されますので、覚悟してご乗車下さい。近藤
S.A.A.、本日の例会の段取り、さすがです。松尾親睦
活動委員長、あまり緊張しすぎないように、リラック
スして読んで下さい。一年間期待しています。また、
本年度の理事役員の皆様におかれましても、
一年間ご
協力宜しくお願いします。本日は、私の一年間に向け
ての決意を表明いたしますので、ご期待下さい。
全会員の皆様、
一年間宜しくお願いします。それでは、
出航いたしま～す。
村上寅雄君
森新会長、松田新幹事、及び理事役員の皆様方、今か
らの一年間、北クラブを引っ張って頑張ってください。
チャーターメンバーも少なくなり、会員数も 40 数名
となっておりますが、今年は創立 35 周年の行事がた
くさんあります。会長、幹事が先頭に立って頑張って
いきましょう。
永田武義君
森会長、松田幹事いよいよ今日が晴れの処女航海です
ね。一年間の長い無事の航海を祈ります。土曜日は世
界大会参加の慰労会をしていただいた。
皆様、ありがとうございました。
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

平石晃一 出席委員長
森会長、松田幹事、新年度が始まりました。健康に留
意しながら一年間頑張ってください。
今年度の出席委員会からのお願いです、
事前に出席で
きない事がわかっているときには前もってメーキャ
ップをしていただくことをお勧めいたします、
また欠
席された会員各位においてはいろいろな手段があり
ますのでメーキャップ履行をお願いし出席率の向上
にご協力をお願いいたします。
藤井良介君
森会長、松田幹事、一年間のスタートです、頑張って
ください。宮原先生、医師会会長就任おめでとうござ
います。健康に留意され職責を果たして下さい。
峯 徳秀君 湯口純二君 松永裕司君
本日は誕生日のお祝いありがとうございます。
森会長、
中野副会長、松田幹事、一年間頑張ってください。
Ｓ.Ａ.Ａ.
近藤竜一君 松永裕司君 小川一貴君 三谷秀和君
西沢 寛君
現況報告書のカラー、森会長のシンボル色、鮮やかな
オレンジ色ですね。このカラーの基、Ｓ.Ａ.Ａ.一同
がんばります。会員の皆様、会長幹事交代式お疲れさ
までした。
皆様のおかげで素晴らしい交代式になりま
した。会長、幹事一年間がばってください。
親睦活動委員会
松尾重巳君 中川信次君 鐘ヶ江和重君
井上隆三君
会員の皆様、
先週の新旧会長幹事交代式及び懇親会時
にはお世話になり又ご協力いただきありがとうござ
いました。峯前会長、湯口前副会長、渡会前幹事、一
年間大変お疲れさまでした。森会長、中野副会長、松
田幹事、
一年間の長丁場ですがよろしくお願いいたし
ます。今年度の親睦活動委員会も一所懸命、頑張って
盛り上げていく所存でございます。
よろしくお願いい
たします。
豊島揆一君 富田耕司君 緒方信行君 中山 誠君
宮﨑有恒君 古賀新二君 宮原明夫君 蒲池芳明君
渡会裕二君 村瀨高広君 二ノ宮健君 小川 寛君
田島 慎君 公門新治君 小西研一君
本日から新年度がはじまります。森会長、松田幹事の
もと、
会員一丸となって盛り立てながらロータリー活
動を楽しみましょう。
今年一年よろしくお願いします。

本日の合計

41,000 円

累計

委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一

（記事担当

94,000 円
公門新治 ）

