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【本 日】会員数 44 名 出席 26 名

欠

【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 10 名

席5名

出席規定免除会員（13） 出席 8 名 ビジター1 名 出 席 率

《地区公共イメージ委員会卓話》
～新しくなったロータリークラブ・セントラル～
久保泰正 委員長

Rotary Club Central の目標入力の手引き
目標を設定する方法
目標を設定、編集できるのはクラブ役員です。
クラブ役員とは、現、次期、直前の、会長、幹事、会
計、会員増強および財団委員長を言います。
それぞれ自分の年度の目標を入力することができま
す。
これとは別にクラブ事務職員は同様に入力できます
が、
あくまでクラブ役員の監督指示のもとで行って下
さい。
※クラブ事務職員は RI に登録することで特別にオー
ルマイティな入力権限が与えられています。
インスピレーションになろう
ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社会
を変えるものです。
真に変化を生み出す奉仕をもっと
本日の例会

委員会卓話ライフ佐世保創刊者

小川照郷氏

87.18％

修正出席率 100.00％

実現するために、私たちは、ロータリーでの自分の役
割、そして世界におけるロータリーの役割を、これま
でとは違う角度でとらえる必要があります。
公共イメ
ージにもっと重点を置き、
ソーシャルメディアを活用
して会員基盤を築き、奉仕のスケールアップを助長し
てくれるパートナー組織に注目してもらう必要があ
ります。より持続可能な影響をもたらす大きなプロジ
ェクトに力を注ぎ、
ロータリー年度や任期を超えた活
動の研究と計画に時間を費やす必要があります。
一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私たちが
今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもっ
て正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そ
して組織全体から引き出すための「インスピレーショ
ン」となる必要があるのです。
2018-19 年度ロータリークラブ対象のロータリー賞
ロータリークラブ対象のロータリー賞は、ロータリー
戦略計画の優先事項を支えるために、以下に挙げられ
た活動項目を達成したクラブを称えることを目的と
しています。
クラブは、
これらの項目を達成するために丸 1 年間を
かけて取り組みます。
クラブが My ROTARY でクラブ・会員の情報を更新して
いる限り、多くの項目の達成状況は、国際ロータリー
で自動的に確認することができます。
そのほかの項目については、ロータリークラブ・セン
トラルなどのオンラインツールを使って、クラブが達
成状況を入力する必要があります。
なお、今年度は、ロータリー賞の必要項目を達成し、
さらに追加項目から 1～3 項目を達成したロータリー
クラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。

次回例会

ロータリー財団・米山記念奨学委員会

クラブのサポートと強化、
人道的奉仕の重点化と増加、
公共イメージと認知度の向上。
2018-19 年度ロータリー会長特別賞
ロータリークラブ
ロータリー賞の必要項目を達成し、
さらに以下の追加
項目を達成：1 項目達 成で「シルバー賞」
、 2 項目達
成で「ゴールド 賞」
、 3 項目達成で「プラチナ賞」
・会員 5 名以上の純増を達成する。
・毎月少なくとも 4 回、ソーシャルメディアでクラブ
とその奉仕活動を紹介し、
「世界を変える行動人」と
してのクラブ会員の姿を示す。
・リーダー育成プログラム、自己啓発プログラム、専
門能力開発プログラムのいずれかを開始または継続
して、会員のスキルを養い、会員であることの価値を
高める。
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、
人びとが手を取り合って行動する世界を目指してい
ます。

♦職場訪問旅行 in 黒島参加について
黒島天主堂は世界遺産に指定され来月から工事
のためしばらく閉館されるということで今月の行
事として計画してもらいました。
黒島天主堂ではミニコンサートのリハーサル
を見学しました。ミサ曲が流れるとこんな雰囲気
になるのかと音楽とコーラスの響きを堪能しま
した。
昼食は美味しい島めしを信徒会館で頂きました。
「黒島の天水」工場見学では、島おこしとして何
かできないかとの思いの中で１００m の地下か
ら汲み上げた水の成分分析の結果ミネラル分豊
富な飲料に適した水と認定され、工場を建設起業
されたそうです。
日曜日は休みだったのかも知れませんが、わざ
わざ北ロータリーのため生産ラインを公開して
もらい、なるほどなるほどと３回も滅菌するのも
理解できました。
今後の「黒島の天水」の構想を聞かせてもらい
ました。地元の企業として益々の発展を応援した
いと思いました。有意義な訪問旅行のセッティン
グをしてくれた村瀨委員長、小西副委員長に感謝
します。

《幹事報告》
松田信哉 幹事
1.例会変更
♦佐世保東ＲＣ
11 月 8 日（木）12：30→11 月 10 日（土）10：30
海の駅 船番所 ※秋季行事家族会のため
11 月 22 日（木）休 会
（定款第 8 条第 1 節により）
《会長挨拶》
森

豊 会長

♦佐世保海上自衛隊創設 65 周年記念式典について
10 月 27 日松田幹事と出席しました。5 年 10 年と
それぞれの周年事業があると思いますが 10 年は大掛
かりになり、5 年は控えた式典となるのかと思いなが
ら 65 周年の記念式典を見ていましたが、粛々と実施
され５年 10 年の違いは無いと感じました。北ロータ
リーの 35 周年記念式典に思いを馳せ身の締まる思い
がしました。
その後懇親会にも参加しました。宮原会員、渡会会
員、
中川会員もそれぞれの職域から参加がありました。
お疲れ様でした。何年か振りで知人の方と再会し、有
意義な懇親会と感じました。

♦ハウステンボス佐世保ＲＣ
11 月 27 日（火）12：30～→18：30～ 馨（かおり）
※夜の例会ため
2.来信
♦国際ロータリー
ザ・ロータリアン 11 月号
♦国際ロータリー日本事務局
2018 年 11 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
♦ガバナー事務所
①第 7 回全国インターアクト研究会のご案内
2019 年 4 月 28 日（日）
第 7 回全国インターアクト研究会
会場：福岡国際会議場

本 日 の

累計 124,

②全国インターアクト研究会の件
（アンケートのお
願い）
③第 7 回全国インターアクト研究会のアンケート
実施事前調査について
④第 31 回全国ローターアクト研修会仮登録のご案
内
日程：2019 年 4 月 28 日（日）
～29 日（日・祝）2 日間
場所：福岡国際会議場・福岡サンパレス
大会テーマ「milestone（マイルストーン）」
3.伝達事項
①10/29（月）本日、16：20 より佐世保高専にて佐世
保高専インターアクトクラブ例会を開催いたしま
す。
②第 3 回理事会議事録を皆さんのセルフＢＯＸへ入
れております。
③11/5（月）次回例会はゲスト卓話ライフ佐世保
創刊者 小川照郷氏です。

《市内インターアクトクラブ交流会》
インターアクト委員会
10 月 20 日（土曜）おだやかな秋晴れの中、烏帽子岳
中腹・永田会員山荘にて西海学園高校インターアクト
クラブ 3 名顧問先生 1 名、佐世保高専インターアク
トクラブ 19 名顧問先生 1 名、佐世保 RC3 名、佐世
保北 RC 森会長、松田幹事はじめ 8 名、計 35 名参加
のもと開催いたしました。
高専 IAC の進行運営で昼食のバーベキューをおいし
く食べた後は、
レクリエーションとして武雄市レクリ
エーション協会森先生にお越しいただいて全員でゲ
ームを行いました。一時間余りのゲームは、時のたつ
のがあっという間の楽しい時間を過ごすことが出来
みんなの親睦交流ができました。
次年度も今回学校行事で参加できなかった聖和女子
学院にも参加していただき、開催できることを願い報
告いたします。
いつも快く会場提供の永田会員、食材手配から大変で
した料理長の村瀨会員、ありがとうございます。

《来訪ロータリアン》
◆諫早西 RC 久保泰正 君
（第 2740 地区公共イメージ委員会）

《委員会報告》
渡会祐二 ロータリー情報委員長
10 月 20 日（土）の家族集会にご参加いただきました
皆様にはお疲れ様でした。また、会場をご提供いただ
いた永田会員、お話しいただいた森会長、蒲池次年度
会長には、
ご協力いただき誠にありがとうございまし
た。皆様のお陰で良い集会となったと思います。次回
開催は未定ですが、
開催の際にはご参加よろしくお願
い致します。
村瀨高広 職業奉仕委員長
10 月 28 日（日）に開催されました「職場訪問旅行 in
黒島」にご参加の皆様、ありがとうございました。会
員、家族を含め 34 名の参加して頂きました。

本 日 の

累計 124,

《ＲＩニュース》
【世界ポリオデーイベント開催】
日本時間の 10 月 25 日午前 7：30 より、米国フィラ
デルフィア College of Physicians of Philadelphia
でロータリーの第 6 回世界ポリオデーイベントが開
かれました。
歴史上前例のない官民共同パートナーシ
ップとポリオ撲滅への革新的戦略にスポットライト
が当てられました。フィラデルフィアは、ロータリー
が GPEI（世界ポリオ撲滅推進活動）への参加を発表
した 1988 年ロータリー国際大会の開催地です。
この世界ポリオデーイベントを、
ネット中継を通じて
世界中で数千人が視聴しました。当日、日本語の通訳
に技術的問題が生じ、イベントの前半に通訳
音声が入らなかったことを深くお詫び申し上げます。
前半部分も含め日本語通訳つきの録画を下記リンク
よりご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=RufQEjSUQyI

《ニコニコボックス》
松尾重巳

親睦活動委員長

森 豊 会長、中野雄一郎 副会長、松田信哉 幹事
先週土曜日に行われた北斗会に参加の皆様、
お疲れ様
でした。また、日曜日には職業奉仕委員会担当の黒島
への職場体験ツアーが行われました。
参加された会員とそのご家族の皆様、
ありがとうござ
いました。
また、村瀨委員長と小西親睦委員におかれましては、
準備から当日の引率まで、大変ご苦労様でした。
本日は、IT・公共イメージ委員会担当の卓話となって
おります。久保地区委員長、よろしくお願いいたしま
す。
平石晃一君
昨日の 10 月 28 日職場訪問旅行 in 黒島参加の皆さん
と共に大変楽しい一日を過ごすことが出来ました。
村瀨委員長お世話ご苦労様でした。
富田耕司君
村瀨委員長、昨日は大人数で大変楽しい職場訪問、有
難うございます。
宮﨑有恒君
職場奉仕委員会の
「黒島」
職場訪問では、
村瀨委員長、
小西副委員長にはお世話になりました。
昼食会場では
いつものように最後まで残って酔っ払い、
後片付けの
おばちゃん達に追い出されました。
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

団体行動を乱し松田幹事から 責されましたが、
地区
大会での昼食会でも同じことを繰り返し、アルカス佐
世保の会場までたどり着かない気がしますので、
先に
謝罪しときます。
宮原明夫君
4 週間ぶりの例会で名前を忘れた会員もいらっしゃ
るのではと心配です。
昨日は職場訪問、大変失礼しました。うちのカミさん
から、迎えが遅いのでＴＥＬが病院に入ったのが朝 9
時 20 分でした。
村瀨職場奉仕委員長をはじめ皆さんには大変申し訳
ありませんでした。
二ノ宮 健君
土曜日の第 2 回北斗会に参加の皆様、役員の皆様、お
疲れ様でした。今回、久し振りに優勝、ベスグロ、ニ
アピン、馬券も頂き有難う御座いました。同伴の松永
さん、鐘ヶ江さん、宮地さん有難う御座います。
馬券 2-3 は湯口さんに相乗りさせて頂いたら当たり
ました。感謝です。
本日は地区公共イメージ委員長、久保泰正様の卓話楽
しく拝聴させて頂きます。
公門新治君
本日はわが地区公共イメージ委員会、久保委員長にお
越しいただき、卓話いただきます。お忙しなか、お引
き受けいただき感謝しております。
全会員楽しみにし
ておりますので、よろしくお願いいたします。
職業奉仕委員会
村瀨高広 委員長 小西研一 副委員長
昨日、開催されました、職場訪問旅行 in 黒島へご参
加の皆様ありがとうございました。
天気にも恵まれ無
事終わる事ができました。ありがとうございました。
2740 地区 IT 公共イメージ委員会久保泰正委員長、卓
話楽しみに拝聴致します。

福田俊郎君 永田武義君 藤井良介君 緒方信行君
宮﨑有恒君 湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君
牧野博一君 蒲池芳明君 渡会祐二君 小川一貴君
松尾重巳君 中川信次君 井上隆三君 茶村亜子君
鐘ヶ江和重君
昨日開催されました、職場訪問旅行 in 黒島に参加さ
れました、会員様そして家族の皆様お疲れ様でした。
本 日 の
本日お忙しい中、地区 IT 公共イメージ委員会 久保泰
累計 124,
正委員長、本日の卓話楽しみに拝聴致します。

本日の合計

委員 / 中島閏二 船津 学

33,000 円

松田亜由美

小西研一

累計
（記事担当

512,000 円
船津

学 ）

