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海から見た唐津城とヨット
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裏表紙　　

世界へのプレゼントになろう

　【表紙写真説明】
唐津城を望み、帆走するヨット。唐津湾は世界のセーラーから「キャッ
スルベイ」と呼ばれ、７月には22カ国330人の選手が参加して世界選手
権が開かれました。また、日本、福岡に来たならお城を見たいと、唐津
を訪れる外国人観光客も増えています。国際海浜スポーツ都市・唐津を
象徴する風景です。
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　5月22日第４回ガバナー諮問委員会を嬉野・大正屋で開

催しました。私の年度最後の委員会ということで私と森地

区幹事も気分的に非常に楽になり、パストガバナーの皆様

にもゆっくりしていただきたいと思い、温泉地で開催しま

した。その反面、太田ガバナーエレクト、佐伯次期地区幹

事は少し緊張気味の様子が伝わってきました。１年前の私

共を思いおこしました。諮問委員会での内容を少し報告い

たします。

１．６月５日からＲＩ国際大会がブラジル・サンパウロで開

催されるにあたり、当地区では諫早北ＲＣから１２名の

参加の報告をしました。

２．４月25日ネパールを襲った大地震で当地区義捐金を

募りましたところ、2,189,064円が集まりました。地元銀

行よりネパールへ送金しようと思いましたが、ネパール

は混乱していて届かない事もあるという話だったので、

直接、東京目黒のネパール大使館に持参することにしま

した。

３．私の年度から従来のガバナーノミニーの次、つまりガ

バナーノミニー・デジグネートを決める事になりました。

デジグネートとして地区の職業奉仕委員長を務めてい

ただいた駒井英基氏（佐賀南ＲＣ）が諮問委員会全員一

致で決定いたしました。

　　野口ＰＧには大変ご苦労いただき感謝申し上げます。

　最後に私からパストガバナーの皆様には１年間、地区

運営に関してご協力をいただき無事終わることに感謝申

し上げ、また、７月から太田ガバナーの誕生ですのでパ

ストガバナーの皆様にくれぐれも宜しくお願いしますと

挨拶をしました。

　次回の諮問委員会は7月8日唐津で太田ガバナーの第

１回諮問委員会の日程が決まり、それぞれに帰路に着き

ました。７月８日は私もパストガバナーの一員として参

加できると楽しみにしておりました。

　ところが５月下旬、佐伯地区幹事から「太田ガバナーエ

レクトが急に体調をこわし、ドクターヘリで佐賀大学付属

病院に入院した」との報告を受けました。まさに晴天霹靂

が起こりました。唐津東ＲＣの皆様も大変心配され、宮島Ｐ

Ｇより臨時の諮問委員会を開くように要請がありました。

　６月上旬はブラジル行きがありましたので、帰国してか

ら委員会を開きました。

　宮島ＰＧより病気の経過報告があり、次に手続要覧に副

ガバナー（VICE GOVERNOR）制度があるのでこれを是非

活用したいという話がありました。ガバナーが一時的ある

いは恒久的にガバナーとしての任務の続行が不可能と

なった場合に、ガバナーの後任となることである（ＲＩ細則

６.120.１）とあります。引き続き私に是非副ガバナーに

なってもらいたいと要請がありました。太田エレクトとは約

２年間、いろいろな会合でご一緒でしたので緊急なことで

もあり、お受けすることにしました。

　太田エレクトは１月のサンディエゴ国際協議会、地区

チーム研修セミナー、ＰＥＴＳ、地区研修・協議会を無事終

えて、いよいよ７月からガバナーとして登場されると張り

切っておられただけに非常に残念なことになりましたが一

番くやしがってるのはご本人だと思います。

　緊急なことでもあり、公式訪問をどうするかという話に

なりましたが、パストガバナーの皆様にご協力いただき全

員でグループ別に分担して訪問しようという事になりまし

た。とにかく、予定通り公式訪問を行うことに全員一致で

決定しました。

　ロータリーの素晴らしさを実感する瞬間でした。

　太田ガバナーも多分喜んでくれると思います。

　私は副ガバナーになりましたが病気をした身でもありま

すので、あせらず、無理せず、感謝、健康に気を付けてぼ

つぼつと任務を果たしていこうと思います。

　第2740地区のロータリアンの皆様の絶大なご協力をよ

ろしくお願い致します。

　太田ガバナーの一日も早い回復を念じて！
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　5月22日第４回ガバナー諮問委員会

催しました。私の年度最後の委員会と

区幹事も気分的に非常に楽になり、パ

にもゆ くりしていただきたいと思い

国際ロータリー第2740地区

ご挨拶

副ガバナー

宮　﨑　清　彰
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生 年 月 日 　  1955年７月２日
現  住  所 　  佐賀市多布施4-1-18
学 　 　 歴 　  1974年　修猷館高校卒
　 　 　 　 　　 1974年　福岡県立九州歯科大学入学
　 　 　 　 　　 1980年　九州歯科大学大学院入学
　 　 　 　 　　 1984年　九州歯科大学大学院卒(歯学博士)

2015年７月吉日

　　国際ローリー第2740地区
　　　ガバナー　太　田　善　久

■職　　歴

　1984年　　九州歯科大学大第２補綴学講座助手　　　　　

　1985年　　佐賀市多布施に駒井歯科医院開業以来院長

　　　　　　　日本補綴学会歯科専門医　日本口腔インプラント学会専修医

■ロータリー歴

　1985年　　　　　　佐賀南ロータリークラブ入会(チャーターメンバー)

　1990～1991年　　佐賀南ロータリークラブ幹事

　2001～2002年　　地区職業奉仕委員

　2003～2005年　　地区職業奉仕委員長

　2007～2008年　　地区クラブ奉仕統括委員

　2008～2009年　　佐賀南ロータリークラブ会長

　2009～2012年　　地区クラブ奉仕統括委員長

　2012～2015年　　地区職業奉仕委員長

　2015～2016年　　ポール・ハリス・ソサエティ・コーディネーター

　2009年　　　　　　ポリオプラス

　2003年　　　　　　ポ-ル・ハリス・フェロー　

　2004年　　　　　　ベネファクター

　2005年～　　　　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　

　2001年　　　　　　米山功労者　マルチプル　

■団体歴

　社団法人　佐賀市歯科医師会前会長

　佐賀県高等学校保健会学校歯科医部長

　佐賀県警察本部嘱託歯科医師

　九州歯科大学同窓会本部副会長

国際ロータリー第2740地区
ガバナーノミニー

2017-2018年度 ガバナー

駒井　英基

　2017年～2018年度ガバナー候補者の推薦について、2015年1月ガバナー月信
（Vol.7）にて地区内全クラブ会長宛に募集が通知されましたが、期限内に推薦の
申し出はありませんでした。
　従いまして、国際ロータリー細則第13条第2節「ガバナーの指名手続き」の定め
により、2015年5月22日のガバナー指名委員会において指名されました駒井英基
君（佐賀南ＲＣ）が2017年～2018年度ガバナーに就任するガバナーノミニーに選
出されましたことを決定宣言いたします。
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　前任委員長、佐藤豊氏のクラブ奉仕統括・会員増強地
区活動の長年のご功積を譛えると共に、後任の計り知れ
ない重責に対し、幾分の不安を感じている次第です。
　現在、クラブ奉仕統括には会員増強委員会の小委員会
のみであり、他の活動は統括の中で行われていました
が、クラブ奉仕が抱える委員会には親睦活動・出席奨
励・情報公報・プログラム・SAA他、基盤となる必要な
活動を多く含んでいます。クラブ奉仕に生かされる事が
最も重要な事と思います。
　田畑を耕す前に、田畑を耕す心を耕せ。（二宮尊徳）。謂わ
ば「出て奉仕する前に入りて学ぶ」です。ロータリーの道場
に於いて、異職の専門家と同じ釜の飯を食べ、友情を育み、
人間性を高め、良質なロータリアンとして奉仕に望む訳です。
　ロータリーに入会する時は、悪い人もいたかもしれま
せん。また、良き会員であっても間違った行動を取った
時も有ったかもしれません。しかし例会で己を磨き、や
がて良質のロータリアンとして、人の為に行動する様に
なる…ポール・ハリスもクラブ奉仕で例会へ出席する義
務を果し自己研鑽する事を推めています。
　その必然を十分と成す為に、戦略計画が執行されて間
も無いのですが、RIは会員増強を重点項目に掲げると共
に公共イメージの向上を推進する様計画しました。ま

た、手続要覧の多くの頁にEクラブや衛星クラブ等の取り
決めを設け、規定審議会毎に内容の変更も多く、云わば
ロータリーの進化から新化へ変貌を感じます。
　当地区に於いて、ロータリーと云うものが隅々まで行
き渡っているとは云えないでしょう。そこで、公共イ
メージの活動を推進する情報公報委員会を年度内に設
け、情報の共有と地域への公報を押し進め、一偶のポジ
ションを確立して参ります。
　また、協議会分化会に於て、全国平均の出席率と肩を並
べで戴く様、クラブでの奨励と対策に、検討して戴く様お
願いいたしました。クラブが70％台は80％へ、80％は
85％へ押し上げ出席義務の遂行をお願いいたします。
　他に、rotary.or.jpでの当地区ホームページ開設は
19RCです。技術・労力・予算等抱える諸事情もございま
すが、全クラブ開設して戴き、クラブの開示による情報
公報の等しい共有を希望いたします。そして、毎年の事
ではございますが、難問の会員増強純増２名の目標達成
をお忘れなく。
　この様に、クラブ奉仕を充実する事が、ロータリーの
理想とする平和で豊かな生活を築く手掛りであります。
皆様のご健闘を祈念し確固不抜の志を胸にして、地区活
動に専念して参ります。
　何卒ご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申
し上げます。
《年間活動》
　・クラブ奉仕、会員増強セミナー開催
　・第３ゾーンセミナー参加   
　・地区大会展示パネル設置
　・新入会員育成セミナー開催　
　・ゾーン内情報交流
　・情報公報委員会設立
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クラブ奉仕統括委員長

《島原ＲＣ》

髙木　義和
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　前任委員長、佐藤豊
区活動の長年のご功積
ない重責に対し 幾分の

髙

　太田ガバナーは地区方針として『地域へのプレゼ
ントになろう』、会員増強の目標は各クラブ純増２
名以上と示されました。
　2740地区は昨年に引き続き地区会員増強委員を第
１から第10グループより１名ずつ選出し、10名と致
しました。各グループがガバナー補佐との連携を図
り増強方策立案を行い、地区委員の連携を密に行っ
ていくことにより、全員で会員増強に取り組んでい
こうという目的からです。各グループに1名いる地区
委員が例会へ積極的に参加し、各クラブの情報や意
見を聞くことで増強維持の意識付けを図ります。
　会員増強継続には、会員一人一人が自信をもって
新会員候補者を勧誘できる魅力あるクラブ作りが大
切で、これには会員の資質向上に力を注ぐことが最
善の手段だと思います。　
　こうして会員の資質が向上し、これがクラブの魅

力と求心力を強めることになり、有益な奉仕活動を
行いやすくなり、ロータリーのイメージアップにつ
ながることになります。また会員自身の充実感・満
足感を高め、ひいては社会的信用度を増すことにな
ります。
　新入会員のための充実したプログラムを立て、オ
リエンテーションの充実により会員の知識を深め、
3年未満の会員を育てることに全員で気配りを行
い、退会者の防止に努めることが重要です。
　増強は一人一人がロータリーへの熱意と意識を持
たないと達成できません。自分自身がロータリアンに
なってよかったという気持ちを他の人に伝えていくこ
とが会員増強継続へと繋がっていくのではないかと思
います。そして、会員全員が何らかの形で増強維持活
動に係われば、仮に今すぐ結果が見えない場合でも、
いつか必ず結果が上がるものと信じます。

【会員増強委員】
　谷上　　守（牛　　津ＲＣ）・古川　尋美（佐賀南ＲＣ）
　岡部　景光（有　　田ＲＣ）・深谷　誓志（唐津中央ＲＣ）
　福田　敏幸（北 松 浦ＲＣ）・中川　英俊（ＨＴＢ佐世保ＲＣ）
　上田　善行（大 村 北ＲＣ）・久保　泰正（諫早西ＲＣ）
　佐藤　　豊（長崎琴海ＲＣ）・東　　直美（長崎北ＲＣ）

会員増強委員長

《平戸ＲＣ》

貞方　正一

太田ガバナーは地
ントになろう』 会
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　2015～2016年度の職業奉仕委員長を務めさせ
ていただくことになりました。
皆様のご支援、ご協力のもと、活気ある１年になれ
ばと念じております。
　宜しくお願い申し上げます。
　ロータリーの５大奉仕の中でも、クラブ奉仕と職
業奉仕は創設以来の歴史があり、ロータリー活動の
中でも根幹をなし、『ロータリーのロータリーたる所
以は、職業奉仕の実践にあり』と言われています。
　ただし、その考え方は日本語としては捉えにく
く、会員各自の日常の職業に内在する精神的支柱と
なるべきものであることから、奉仕としての実績は
表面に見えず、外部に対しては評価されにくい部門
であります。
　近年、入会３年未満で退会される方々が増えてい
ます。

　入会時、手続き要覧は全会員に配布されますが、
硬い表現に終始しています。
　ロータリーの目的は定款第４条に明記されていて
も、地区役員にでもならない限り、よく読む事もな
く、『職業奉仕において、何が難しいのか、どこが
難解なのか、それすらよく解らない』となおざりに
してしまいがちです。
　そこで今年も地区職業奉仕委員会では、地区内の皆
さま方とともにロータリーにおける職業奉仕の意味
を、またロータリーとは、どんな素晴らしい団体かを
改めて考えつつ、他にはないロータリーの魅力を皆様
方のクラブの会員の方々に語っていただきクラブ活性
化をはかっていただけたらと考えております。
１．各クラブの職業奉仕委員長さんには、職業奉仕
月間に一度、職業奉仕に関する卓話をお願いする。
２．各クラブでの炉辺会合に『職業奉仕』について
取り上げていただく。その際はロータリー情報委
員会のメンバーにご協力いただく事も有効かと思
われます。
３．各クラブの会員さんのところや域内優良企業の
訪問なども有効と考えます。
　９月５日  職業奉仕セミナー(武雄センチュリーホテル)

職業奉仕委員長

《佐賀南ＲＣ》

吉岡　義治

2015～2016年度
ていただくことになり

職

吉

　本年度社会奉仕委員長を務めさせて頂く事になり
ました、皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　話は変わりますが、日本人が一番好きな言葉は、
「ありがとう」だといわれています、では「ありがと
う」の反対語は何だと思いますか、漢字で書いてみる
と分かると思いますが、「ありがとう」は、有難う、
ある事が難しいと書きます、めったにない、稀であ
る、奇跡であるという意味です。だから反対語は、あ
る事が易い、当然、当たり前という事になります。
　奉仕を単純に考えますと、奉仕を受け取る人から
「有難う」と思ってもらえるような事を行うことだ
と思います。しかし「有難う」の文字のごとく簡単で
はないのです。感謝を感じる物差しは、奉仕する側
ではなく奉仕を受け取る側が持っているからです。

どんな些細なこと、簡単と思う事でも、感謝を感じ
る物差しに適っていれば、有難うと心より感謝さ
れ、どんなに一生懸命頑張った事でも適っていなけ
れば当たり前と思われるのではないでしょうか。
　奉仕を実施するに当たり、相手の事を知ること、
相手のニーズに沿うことが一番大事だと思いますが
いかがでしょう。
　本年は、ロータリアンがロータリーらしい奉仕を
しようとの考えの中でテーマを「額に汗する奉仕を
しよう」とさせていただきました。
　必要なところに必要なお金を出すことは、良いこ
とだと思います、そのことに異存があるわけではあ
りませんが、その行為に自分自身が身をもって係っ
ていくこと、あるいはロータリーが組織として係っ
て行くことが、最も大事なことではないでしょうか。
　わが身を呈して、汗をかき人のために尽くす、こ
れがロータリアンのロータリーらしい奉仕ではない
かと私は考えます。
　これから１年間、皆様方のご指導を受けながら、
ロータリーらしい奉仕とは、を求めて社会奉仕委員
会の仲間と共に活動してまいりたいと思います、ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

社会奉仕委員長

《大村ＲＣ》

帯屋　　徹

本年度社会奉仕委員
ました、皆様のご支援

社

帯
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　ロータリークラブの五大奉仕の一つに「青少年奉

仕」があります。2740地区の青少年奉仕部門はイ

ンターアクトクラブ・ローターアクトクラブ・ＲＹ

ＬＡ・国際青少年交換の四委員会がありそれぞれ有

意義な活動を行っています。当地区の組織図では青

少年奉仕統括委員会はこの四委員会を掌る位置づけ

になっていますが実際には各委員長指導の下に個別

に活動を行っています。

　青少年統括委員会にはもう一つ「青少年危機管理

委員会」の存在があります。この委員会は青少年奉

仕部門のほかに米山記念奨学委員会・ロータリー財

団委員会が加わり以下の趣旨により運営されます。

　「青少年育成プログラムに参加する全ての青少年

の安全と健康及び健全な生活を守り、交通災害、自

然災害等の事故、災害からの保護と身体的、性的、

精神的虐待あるいはハラスメントを防止するととも

に、事態の発生の場合の適切な対応のために必要な

事項を定めるものである。」

　つまり青少年の奉仕活動であってはならない事故

に対しての対策委員会です。この危機管理委員会が

今期に実働しないことを念じております。

　青少年奉仕は将来の社会のリーダーを育てる事。

国際社会の架け橋となる人材を育てる事だと思いま

す。青少年奉仕に関しての取り組みはクラブ間で温

度差がある事は否めません。ロータリアン各々が青

少年奉仕の必要性を理解認識して活発な奉仕活動を

展開していただきたいと思います。

　青少年統括委員会と危機管理委員会は他地区には

あまり存在しない委員会です。この両委員会は青少

年の安全確保を最大に考えて設置した委員会だと思

います。委員長として微力ながら職責を担っていき

ますのでこれからもご支援ご協力をよろしくお願い

します。
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青少年奉仕統括委員長

《伊万里西ＲＣ》

古賀　秀仁
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ロータリークラブ

　2015～2016年度、17年ぶりにローターアクト

地区委員長を務めさせていただくことになりまし

た。どうか皆様方のご支援ご協力のほど宜しくお願

い申し上げます。

　ローターアクトクラブは、青少年育成プログラム

として、18～30歳を対象に、奉仕を志向する市民

と指導者を育成するため、ロータリーが提唱をした

世界的な団体です。その目的は、青年男女が個々の

能力の開発に当たって役立つ知識や技能を高め、そ

れぞれの地域社会における社会的ニーズに取り組

み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々の間によ

り良い信頼関係を推進するための機会を提供するこ

とにあります。

　1968年最初に認証され、まもなく50年になろう

としていますが、最近の傾向を見てみますと、年々

会員数が減少し危機的状況にあると言わざるを得ま

せん。

　ローターアクトには、30歳定年制があります。毎

年、何人かは卒業して行きます。だから常に会員増

強をする必要があります。提唱ロータリークラブの

第一の仕事は、会員を集めることにあると考えます。

　自クラブ及び近隣クラブのロータリアンに、ご子

弟または従業員のローターアクトクラブへの入会を

積極的に勧めてください。未提唱ロータリークラブ

の皆さんには、ご子弟または従業員を近隣ローター

アクトクラブに紹介していただきたきますよう、宜

しくお願い申し上げます。

　私たちロータリアンは、次の世代を考えたとき次

の指導者となるべき若者を育てる必要があります。

ロータリーが、青少年育成プログラムの柱として、

ローターアクトクラブを提唱し育成しているのな

ら、私たちロータリアンはもっと積極的に関与して

いく責任があると考えます。

　彼らローターアクト卒業生が、近い将来優秀な

ロータリアンに育ってくれるよう願っております。

ローターアクト委員長

《唐津東ＲＣ》

緒方　重利

2015～2016年度

地区委員長を務めさ

ロ

緒
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　2015～2016年インターアクト地区委員長を務
めさせていただくことになりました。20年前イン
ターアクト地区委員長を務めて以来、インターアク
トクラブには、関わってきました。基本的に内容は
変わりませんが、方法は、その時その時で変わって
います。それはそれで良いと思います。当時からす
ると人口減によるものか、各クラブの会員は減少し
ています。22クラブが20クラブに減り昨年度後半
に純心高等学校（提唱クラブ長崎中央RC）が加入
し、2740地区の IＡCは、21クラブになりまし
た。この時代にクラブが増えたことは、大事なこと
です。この期待に応えるため、この一年は再出発と
して、皆様のご支援よろしくお願いします。
　生徒達（アクター）は、「奉仕」「国際理解」を活
動の柱として、清掃、募金、イベントへの参加、ス

ポーツ大会のボランティアサポート、施設の訪問、
国際交流への参加等の様々な活動をしています。
　地区内21の各高校でインターアクトクラブは自
分たちで年間計画を立て自主的に運営されてます。
　地区委員会はアクターの活動が円滑に持続して途
切れなく行われる指導者研修会等を計画していま
す。一泊二日の年次大会、今年度は８月１日（土）
～８月２日（日）ホスト校佐賀清和高等学校（提唱
クラブ佐賀RC）・コホスト校佐賀女子高等学校（提
唱クラブ佐賀北RC）・牛津高等学校（提唱クラブ
牛津RC）に計画、実施実行をしてもらいます。ホ
スト校（提唱クラブ）・コホスト校（提唱クラブ）
には深く感謝申し上げます。
　アクターは奉仕活動を通じて、たくましく成長し
ます。他人を助けることで、自助の精神を養い自ら
を律する心を培っていくものと期待します。その活
動を学校（私は顧問の先生だけでなく校長先生の協
力）、ロータリアンの方々と共に大きな心で見守っ
て、協力、支援を惜しまない活気ある地区委員会を
目指してます。よろしくお願い申し上げます。

インターアクト委員長

《唐津ＲＣ》

奥村　　豊

　昨年度に引き続き今年度も地区ライラ委員長を拝
命いたしました。
地区として青少年活動に占めるライラ活動の意義を
もっと広くご理解いただけますように　地区委員メ
ンバーと一緒に一年間頑張りたいと思います。ロー
タリアンとして、また女性の目線で、お手伝いをし
ていく所存ですのでよろしくお願いします。
　2013年にRYLA手続き要覧が改正され、「参加者の
年齢に制限はなくなった」ので、RYLAを通して私た
ちロータリアン（地域社会で活躍する先輩リー
ダー）が青少年リーダーの良きアドバイザーとして、
「ロータリーとは何か、ロータリーは地域社会のため
に何を行っているのか」「良きリーダーシップとは」
などのテーマを学ぶ有意義な時間を過ごします。
　そして特に当地区では一泊研修という短い時間の
中で、ローターアクトにも積極的に参加してもらっ

ていますので、ライラ参加者の中からローターアク
ト入会や将来ロータリアンが誕生する可能性を実感
できると思います。
　ロータリアンには地区協議会・地区セミナーでの
説明を通して、ライラ委員会がないクラブからも青
少年を推薦していただく機会を増やしていきたいと
思います。
　ライラ開催ホストクラブのご依頼もスムーズにご
承諾頂けるようになったと感じます。
過去のライラ開催クラブの一覧表に従って、地区内
の57クラブの中で　
①「一度もライラホストクラブを経験されていないグ
ループの内で古いクラブに２年先のライラホストク
ラブを担当していただく」ようにお願いすること。
②そのクラブから地区委員を出していただいて、事
前にライラ開催について体験をしていただくこ
と。といったライラ開催ローテーションのご理解
をしていただけるようになったことは、嬉しい成
果だと思います。そして2016年長崎RC（第37
回）、2017年伊万里RC（第38回）と続きます。

　歴代のホストクラブへの感謝と、地区内クラブの
ライラへの積極的なご参加・ご協力をお願いいたし
ます。

ライラ委員長

《長崎出島ＲＣ》

北郷　雅子

昨年度に引き続き
命いたしました。
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　青少年交換も50年を過ぎ、更に交換の事業は継続中
です。当地区は、日本でも古い交換の歴史を持ち、数
年間の休みを経て、その後現在に至るまで毎年青少年
交換事業は行われて来ました。
　その時、九州は１地区でしたが、その後２地区に分
割され、更に４地区に分割されて、現在に至っていま
す。多い時は10数名の交換を行っておりましたが、現
在は４～５名程度の交換が行われています。
　今年度は委員長を拝命致しました。地区委員もほぼ
留任で新たに加わって頂き、10名で此の委員会を運営
して行きます。
　今年度は、委員会での情報の共有、昨年度より行っ
ていた毎月のオリエンテーションも開催する事としま
した。
　今年度は、５名の学生を派遣しオリエンテーション
等の成果を生かし、派遣地区で素晴らしい経験を積ん
で来てくれる事と思います。
　来日学生は、オーストラリアの学生を含め７名で
す。（８月に６名来日）日本での生活、日本語の上達、

地区行事参加等の事で、オリエンテーションを派遣学
生と同時に開催予定です。日本での楽しく、素晴らし
い体験をするように手助けして行き、良い思い出を
持って帰国して貰えればと思っています。
　旅行としては、昨年度より当地区の長崎くんち・唐
津くんちに参加し、2,730地区の御誘いで鹿児島旅行
にも参加し、地区旅行にも九州全体で、京都・東京と
行ける様に務めます。鹿島のガタリンピックには、昨
年度は残念ながら参加出来ませんでしたが、今年は参
加出来る様に努力して行きたいです。
　現在交換学生候補を募集しております。昨年同様多
くの募集を期待しております。
　９・11、３・11以降青少年交換の書類等の変更が
あり、提出等が大変に成ってきていますが、今年も委
員会全員で対処していきます。
　更にセクシャルハラスメント等の問題もあり、委員
会で検討を重ねて参りますし、危機管理委員会の組織
の充実をも実行して行きます。
　又保険もＲＩの認証を受けられ、来日学生に対して
国保と共に加入の義務が生じてきています。
　この事業は、各クラブの御協力によって行われるも
ので、青少年に素晴らしい体験をさせる事が出来ま
す。又ロータリアンの子弟が此のプログラムだけには
参加可能です。
　今後も継続させて行かねばと思っていますので、
ロータリアンの子弟派遣も視野に入れ、御協力の程、
宜しくお願い致します。
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国際青少年交換委員長

《諫早北ＲＣ》

辻　登志美
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　青少年交換も50年
です。当地区は、日本
年間の休みを経て そ

　昨年度の引き続き今年度も地区ロータリー財団委
員長を、拝命いたしました。今年度は任期３年の最
後の年となります。皆様のお役にたてるよう頑張っ
ていきますので、会員の皆様のご指導ご支援いただ
きますようお願いいたします。
　さて、「未来の夢計画」も３年目を迎え様々な問
題が顕在化してきましたが、新たに変更などがなさ
れ、より使い易い補助金システムへと進化しつつあ
ります。当地区におきましても新制度を皆様方にご
理解いただき、地区補助金、グローバル補助金とも
にご活用いただいております。まだチャレンジされ
ていないクラブにおかれましてもご活用いただける
よう地区ロータリー財団委員会に於いて、お手伝い
させていただきます。
　当委員会は、補助金・資金管理・資金推進・ポリ
オプラス４つの委員会により構成されています。そ

れぞれすることは違いますが、ロータリー財団の使
命「世界でよいことをしよう」に基づき、ロータリ
アンの奉仕を広げ、力を高め、活動をよりパワフル
で効果的なものとするべく、日々活動をされている
地区内ロータリアンの皆様のお力となるべく活動を
してまいります。
　今年度は、西川補助金委員長、永尾資金推進委員
長、溝口ポリオプラス委員長、岡村資金管理委員長
という強力な体制で臨みます。
　会員の皆様ご承知のように、今年度から特別月間
に、ロータリー財団の６つの重点分野がそれぞれ設
定されました。ロータリー財団月間だけではなく例
会の講師としてお声掛けいただければ幸いです。
ロータリー財団一般については山田、補助金一般に
ついては、西川委員長、寄付増進については永尾委員
長、ポリオについては溝口委員長、補助金申請等につ
いては岡村委員長がそれぞれ担当していただきます
ので、例会のテーマにあった講師を派遣させていた
だきます。皆様に活用していただいてこそロータ
リー財団はその力を発揮できます。委員会メンバー
一同、地区内の会員の皆様が財団資金を活用される
お手伝いをさせていただきますのでよろしくお願い
します。

ロータリー財団委員長

《長崎南ＲＣ》

山田　　晃

昨年度の引き続き
員長を、拝命いたし
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　補助金委員会委員一同も皆さまと共に学び、研究し、そし
て伝えられるよう地区「ロータリー財団セミナー」や「補助
金管理セミナ－」開催実施を通して、財団補助金の有効利用
をメインテーマとして、各クラブが「地区補助金」・「グロー
バル補助金」を活用したプロジェクトを立ち上げることが出
来るように委員会一同、各クラブと一緒に活動して行きたい
と思っております。
　「ロータリー財団の未来の夢計画」では、地区補助金
（District　Grants）は３年前の年次基金寄付額及び恒久基金
より生じた投資収益の合計額を基に算定される地区活動資金
（ＤＤＦ）の50％までを充当出来る規定になってますので、
2740地区では、特段の事情が無い限り規定の上限額を各申
請クラブへの補助金と地区補助金奨学生一人分の奨学金に振
り向けることと致します。
  各クラブへの地区補助金の支給決定は、先ずロ－タリ－財団
の理念でもある「地域も含む世界で良いことをしよう」に合
致するか。２．「補助金管理セミナ－」に出席し、地区とＭＯ
Ｕ（覚書）を取り交わしているか。が前提ともなります。
　補助金決定の仕方は例年は下記のようにさせて戴いています。
　１．事業費の半分はクラブ負担。
　２．補助金額は一クラブあたり20万円以内とする。
　３．年一人１00ドル以上寄付達成クラブを優先。
　４．年一人100ドル以下は一定割合で除した補助額といた

します。

　しかしながら３年前の寄付金や投資益額増減により、決定
額が変動することがあります。
　地区補助金は、財団の使命を支える活動を皆さまのクラブ
と地区が柔軟性をもって実施し、利用限度額まで地区内での
奉仕活動に活用できるよう留意します。
　事業の実施は、１年目に計画年度、２年目に事業実施年度
という位置付けを確定し、２カ年をスパ－ンとした地区補助
金事業を計画下さいますようお願いします。
　また、事業報告書・次年度事業計画書をロ－タリー財団本
部（ＴＲＦ）への電子申請上、３月とさせて頂いてます。各
クラブに於かれましては、日程に余裕を持っての準備をお願
いします。
　また、グローバル補助金を使って、重点６分野での大型の
海外社会奉仕活動にもチャレンジしてください。昨年度まで
２年間計画でモンゴルでの子ども達への口唇口蓋裂手術を
VTT事業として実施しました。また、2014－15年度グロー
バル補助金奨学生として、渡辺あゆみさんをサセックス大学
院で紛争、安全保障と開発のコ－スを終了し帰国予定です。
2015－16年度は、朝重耕一さんを米国シンシナティ小児病
院へ派遣することが決定しました。
　今後のグロ－バル補助金奨学生の安定的な派遣のために長
崎大学熱帯医学研究所と協定を結び、ロ－タリ－財団の使命
に沿った候補者の推薦をお願いするようにしました。
今年度中には、佐賀大学とも協定を結ぶよう努めます。
  財団奨学・学友小委員会は、７月に2016－17年度の奨学生
希望者選考試験をおこない、次年度地区補助金奨学生とグロ
－バル補助金奨学生を新たに選定します。
　また当日は、間もなく英国のブライトン大学院に出発され
る地区補助金奨学生の家田絵麻さんの最終派遣研修会及び送
別会を開催予定です。
　申請・連絡・報告と多様複雑で忍耐と交渉力が必要で、煩
雑な取り組みが必須の大変な委員会ですが、根を挙げること
無く最後まで尽力尽くしたいと思いますので、皆様のご支援
よろしくお願い申し上げます。

補助金委員長

《大村ＲＣ》

西川　義文

補助金委員会委員一同
て伝えられるよう地区
金管理セミナ－」開催実

　今年度、第2740地区ロータリー財団の資金推進
委員長を仰せつかりました佐賀西ロータリークラブ
の永尾竹則と申します。ここ数年間地区の財団委員
会にお世話になり、昨年度から資金推進委員長をや
らせていただいております。
　地区の委員をやらせていただく前はロータリーの
ことが全く分からない状態でしたが、地区委員に就
任したことがロータリーの理解を深めるきっかけに
なりました。とはいってもまだまだ分からないこと
が多く、微力ではありますが、少しでもロータリー
の奉仕活動のお役に立てれば幸いに思います。
　さて、ロータリー財団では、既に「未来の夢計
画」がスタートしており、新しい補助金システムに
より寄付と奉仕プロジェクトがずっと利用しやすく
身近に感じられるようになってきたのではないかと
思います。

　本年１月の国際協議会において、今年度財団管理
委員長のレイ・クリンギンスミス氏から、①永久に
ポリオを撲滅する。②ロータリー財団に対するロー
タリアンの知識、参加、寄付を向上させる。③財団
の補助金と６つの重点分野を通じて、ロータリーの
人道的奉仕の質と影響を高める。④ポリオプラスに
おける成果と「世界でよいこと」をしてきた100年
の歴史に特に注目し、財団によるこれまでの実績に
対するイメージと認識を高める。という４つの優先
項目が発表されたそうです。そして、この優先項目
を達成するために当地区財団委員会においては、特
に、年次基金目標は１人当たり150ドル、寄付ゼロ
クラブをなくすという寄付目標が設定されていま
す。これらの他にも、ポリオプラス基金を１人当た
り30ドルや恒久基金も１人当たり約30ドル等の目
標も設定されています。
　世界には、まだまだ援助を必要としている人々が
います。その人々へ手を差し伸べていくことはロー
タリー及びロータリアンにとってかけがえのない大
切なものだと思います。
　昨年度に引き続き、ご協力いただきますようよろ
しくお願い申し上げます。

資金推進委員長

《佐賀西ＲＣ》

永尾　竹則

今年度、第2740地
委員長を仰せつかりま

資

永
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　今年度、ポリオプラス地区委員長を３期連続で拝
命いたしました溝口です。
　ポリオ撲滅に対するご寄付を昨年度はたくさん頂
きました。誠に有り難うございました。今年度も、
更なるご協力を宜しくお願い致します。
　1980年代にロータリーが本格的にポリオ撲滅活
動を行った時は毎年35万人がポリオに感染してい
ました。これが、2014年度は359人と34年間で劇
的に減少しました。今年度は、4月1日現在で20件
のみの報告がなされています。ロータリーの努力が
確実に実っている結果となっています。このように
ロータリーのポリオ撲滅活動は、確実に成果を上げ
ていますが、これに安心して活動のペースを落とせ
ば、再びポリオの流行を招くことになります。最近
の国際情勢をみても中東、アフリカでは難民も増加

しポリオ感染の機会の増加が考えられ、更に活動の
強化をして行かなければいけないと考えられます。
　昨年度は、ポリオ撲滅チャリティーゴルフを企画
し多額のご寄付を頂きました。また、各クラブから
は、個人的にあるいはクラブ全体としてもご寄付を
頂きました。全体のご寄付の額としても増加の傾向
にあると思います。誠に有り難うございます。しか
し、まだ、ポリオプラスに対する寄付額が0という
クラブもたくさんあります。今年度は、2740地区
として全体で寄付額をあげて行く事が出来ればと思
います。
　また、ロータリーがこれだけがんばっているポリ
オ撲滅をもっと世間にアピールして一般の人にもこ
のロータリー活動の内容を知ってもらう事も大切で
す。世界ポリオデーでは、世界各地でアドボカシー
活動が行われています。日本でも、「ポリオ撲滅」
のライトアップや、地区のお祭り等にテントを張っ
て活動するような地道な事も行われています。今年
度は、地区全体として何かできればと考えていま
す。
　まだ、微力ですが今年度も頑張って参りますので
宜しくお願い致します。

Governor’s Monthly Letter  August 2015 Vol.2

ポリオプラス委員長

《佐世保ＲＣ》

溝口　尚則

Vol.2 2015-2016 RID2740

今年度、ポリオプラ
命いたしました溝口で
ポリオ撲滅に対する

ポ

溝

　一昨年（2013－2014）から創設された資金管

理委員会は３年目を迎えました。おかげさまで地区

補助金、財団補助金を利用されるクラブが増えて、

この補助金制度がそれぞれの社会奉仕活動国際奉仕

活動に少なからず貢献していることを実感しています。

　しかしまだすべてのクラブに行き亘っているとは

思えません。引き続き補助金セミナー等を通じて普

及伝達に努めていきたいと思います。

　委員会の事業内容は今年度も変わらず以下の項目

に要約されます。

１．財務管理計画の作成と「地区の覚書（MOU）」

の締結を支援する

２．補助金セミナーを企画実施して、クラブの参加

資格認定事業を支援する。

３．クラブと地区が提唱するすべての補助金事業に

おいて適切な管理を指導する

４．補助金に関与するすべての人の利害が対立しな

いような運営を心がける

５．補助金申請と報告書の作成において重要性が高

くないものについては簡素化して各クラブとガバ

ナー事務所の事務負担を軽減する

　以上、補助金の利用に関してはR I 及び財団の公

正で明瞭な会計ルールの下に厳格に行いますが、そ

れが利用の促進を妨げないよう配慮していきたいと

思います。今年度もよろしくご協力のほどお願いい

たします。

資金管理委員長

《長崎南ＲＣ》

岡村　康司

一昨年（2013－

理委員会は３年目を
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　昨年に引き続き、今年度も委員長に就任いたしま

した。宜しくお願いします。

　2740地区では皆様のご協力により16名の奨学生

を受け入れる事が出来ました。

　しかしながら昨年度は全国的に個人平均寄付額が

下がっております。これも国が抱える周辺諸国問題

が関係していると思われます。

　しかしながらこういう時だからこそ、米山奨学事

業が大切ではないでしょうか。国対国では、どうし

ても解決出来ない問題があり、そういった事を解決

するには、人と人の信頼関係が一番大切ではないで

しょうか。

　その為には、素晴らしい学生を米山奨学生として

数多く受け入れ、日本の文化を考え、日本人をしっ

かり理解した若者を多く育て、世界に出す事が大切

だと思います。

　日本のロータリアンにとって目に見え、心に感じ

られる事業ではないでしょうか。 

　ぜひ10月・11月に行います出前卓話に申し込ん

で頂き肌で感じていただきたいと思います。

　今年一年、米山奨学会・ガバナー事務所・クラブ

委員長・地区委員とともにロータリアンの皆様によ

り一層ご理解ご協力して頂けるよう努力していきた

いと思います。

　宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員長

《雲仙ＲＣ》

本多　善彦

昨年に引き続き、今年

した。宜しくお願いしま

米山

《雲

本

　いよいよ2015～2016年度がスタートしました。第1グループガバナー補佐
の大役を、緊張と不安の中で引き受けさせて頂くために、まずは就任の挨拶を
と思い、6月の第1週より、佐賀大和クラブを皮切りに訪問させていただきまし
た。随行会員と共に素晴らしい歓迎を受けながら、クラブでの時間があっとい
う間でした。中西弘会員(内科医)の卓話、「非アルコール性脂肪性肝疾患」は、
興味深く拝聴いたしました。
　小城クラブへは、女性会員と訪問しました。我がクラブに一番近いクラブで

親しみが深く、50年の歴史が物語る素晴らしいクラブですが、前年度には18名迄に会員が減少
し、大変な危機感を持たれたそうです。しかし、七田会長を始め会員皆様の御苦労もあり、現在
は30名近くまで会員増を達成されております。当日も入会式が行われており、「四つのテスト・
ロータリーの目的」が掲載された額縁が贈呈されておりました。実は私も、我がクラブより22年
前に戴いており、毎日仕事を始める前に読む癖をつけております。
　佐賀クラブは、第1グループ内で最も会員数の多いクラブです。例会場はホテル・ニューオータ
ニで、厳かな素晴らしい例会でした。東京のクラブへでも訪問したかのような、高貴な社交クラ
ブの雰囲気を堪能させていただきました。
　牛津クラブでは最初に、米山奨学生で佐賀大学の通称・タマチャン(ベトナム出身)の流暢な日本
語でお迎えいただきました。朗らかな楽しい例会でした。将来インターアクトへの入会を促す活
動資金として、牛津中学女子生徒へ金一封を贈呈されておりましたが、地域に密着した活動を展
開されていて素晴らしいと思います。特に驚嘆したのは、会員30名足らずの中で、ニコニコ箱が
年間約100万円集まるということです。流石に「西の浪速」と謳われる所以だという思いを新た
に致したところでした。
　終わりになりますが、太田ガバナーの一日も早い御回復を願いながら、第2740地区の会員皆様
の御健勝を御祈念申し上げます。
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～

　6月27日(土)小雨　唐津市相知交流文化センターにてクラブ委員長セミナーを開催。
　当日11時より地区委員出席で委員会を開催し、当日の役割分担を行い会場の準備に取り掛かり、
14時よりクラブ委員長セミナーを開催しました。

　　11:00　　地区委員打合せ　　　　　　
　　13:00　　会場準備　全員　終了　　　　　　　　　　　　　　　委員・奨学生
　　13:30　　受　付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奨　学　生
　　14:00　　司　会　　　　　　　　　　地区委員　　　　　　　　　本村　　一
　　　　　　　開　会　　　　　　　　　　地区委員　　　　　　　　　大家　和義　
　　　　　　　国歌斉唱
　　　　　　　ロータリーソング
　　　　　　　来賓紹介
　　14:15　　米山奨学事業について　　　米山記念奨学会副理事長　　栗林　英雄
　　14:45　　地区現状について　　　　　地区委員長　　　　　　　　本多　善彦
　　15:25　　質疑応答
　　15:35　　休　憩
　　15:50　　米山奨学生発表　　　　　　米山奨学生全員
　　16:20　　講　評　　　　　　　　　　ガバナーエレクト　　　　　﨑永　　剛
　　16:30　　閉　会　　　　　　　　　　地区委員　　　　　　　　　近藤　祐子

　栗林英雄米山記念奨学会副理事長より、今年度の2740地区の状況についての話をして頂き、その後
米山記念奨学会の歴史からこの事業を通して、日本が世界の平和に対して多くの人に理解を得、日本と
の懸け橋になって頂く等のお話をいただきました。
　その後本多委員長より、パワーポイントにて全国及び地区の現状及び事業の使命について説明があり
ました。
　質疑応答、休憩の後に米山記念奨学生全員が5分間
スピーチ。
　最後に﨑永ガバナーエレクトより事業の大変さを
実感し、しっかり勉強してほしいと激励の講評を頂
きました。セミナーの最後に近藤祐子地区委員の閉
会挨拶にて終了しました。

～

6月27日(土)小雨　唐津市相知交流文化センターにてクラブ委員長セミナーを開催。
当日11時より地区委員出席で委員会を開催し 当日の役割分担を行い会場の準備に取り掛かり

1Vol.2 2015-2016 RID2740
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～ ～

会員増強委員会委員長 （平戸ＲＣ）貞方　正一

　2015年3月30日、東京で「国際ロータリー第1・第2・第3ゾーン、会員基盤向上セミナー　～会員増強維持・
戦略計画とクラブ活性化の部～」が開催され増強目標の達成に向け「会員維持」と「会員増強」の双方からの切り
口の発表がありました。セミナー内容としては、以下の通りです。
① クラブ(地区)戦略計画立案の必要性　② 公共イメージ向上とジャパンデー　
③ パネルディスカッション「クラブ戦略計画の作り方と実践例」　④ 公共イメージ向上の手法
　会員増強はロータリークラブ発展の基礎です。地区やクラブでどのように働きかければ会員の退会を避けると共
に維持率を高めることができるか、また、新会員の勧誘ができるかが長年の課題となっています。
　拡大月間を迎えて今一度、会員増強維持を考え直していただく為にアンケートを実施しました。会員増強に関す
る戦略の資料や弱点の解消および対策として活用していただければと願っています。
　集計結果は以下の通りです。

アンケート調査表　集計結果

クラブ会員数（現在） 純増（次年度目標）Ａ

2人（67％）

3人
（21％）

1人
（7％）

4人以上
（5％）

純増目標21～30人
32％

31～40人
（26％）

51人以上
（26％）　

41～50人
（7％）

1～20人
9％

2
）　
会員数

入会者（次年度目標） 退会者（次年度目標）

入会しない理由
●時間がない（仕事との両立が困難）
●年会費の負担
●ロータリーに対する知識不足（ＰＲ不足）
●魅力を感じない、関心がない
●人材不足
●人づきあいが面倒
●余裕がない
●敷居が高い
●その他

●入会のタイミングを逃した　●会員が男性ばかり
●家族の反対　　●勧誘が困難　　●高齢
●若者が少ない、また流失が多い
●外部の人から活動が理解されていない
●市内に複数クラブがあり伝統のあるクラブに入ってしまう
●地域の問題　　●若すぎると思っている
●勧誘するターゲットが同地区内で同じ　

30.9％
21.6％
11.3％
7.2％
5.2％
3.1％
2.1％
6.2％
12.4％

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1～2人
（54％）

5～6人
（11％）

7人以上
（7％）

3～4人
（28％）

％）

人

入会者
目　標

Ｂ

Ｃ

0人（72％）

1人
（10％）

3人
（7％）

4人以上（2％）

2人
（9％）

退会者
目　標

《その他の意見》
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　私たちはロータリークラブの例会に出席して、自分に与えられたクラブの委員会活動に従事しながら奉仕という
ものをおぼえ、その実践の仕方を勉強しているわけです。
　更に、会員の資質向上を図るにはどうすればいいかと言いますと、毎例会時の会長の時間を充実させたり、ロー
タリー情報の徹底を図ること等があげられます。
　ロータリー情報はロータリアンにとってなくてはならない栄養源なのです。
　こうして会員の資質が向上しますと、更に善意は高められ、有益な奉仕活動を行いやすい状態になります。これ
がクラブの魅力と求心力を強めることになり、ロータリーのイメージアップにつながります。
　その結果、会員自身の充実感・満足感を高め、ひいては社会的信用度を増すことになり、これがロータリーに入
会して会員の一員になりたいという動機づけにつながります。ここに会員増強の原点があります。
　ガバナー事務局より各クラブに届いている「ようこそロータリーへ」のDVDは新会員の方へのロータリーの説明
にも使える内容となっています。各クラブの会員増強、会員維持活動に大いにご活用ください。
　8月は会員増強月間ですが、日本のロータリアンの会員数は2015年4月末現在では551人の増加を示していま
す。しかしながら、過去の実績は17年間連続減少の傾向にあり、第2740地区の会員数においても非常に不安定な
状態が続いています。
　8月に限らず「毎月、毎週が会員増強」との熱意と意識を保つことが大切です。こうした努力は1年後、日本国
内、地区内の新会員増加という大きな成果となって還元され地区方針である「地域へのプレゼントになろう」へと
繋がってくるのではないでしょうか？

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なぜ増強が必要なのか？

●クラブの財政運営のため
●退会者が多く会員減少のため
●クラブの活性化
●クラブの維持
●クラブの衰退を防ぐため
●異業種の会員との親睦
●その他

28.0％
14.7％
24.0％
12.0％
9.3％
5.3％
6.7％

Ｄ

●平均年齢が高くなりつつあるので、若い人を
●既存会員のモチベーションの保持
●会員増強の必要なし
●歴史と伝統を次の世代へ引き継ぐ為
●仲間が集う事で更なる地域のパワーアップを

《その他の意見》

どんな人をいれたいか？

●若い世代
●ロータリー活動に理解のある人
●女性会員
●協調性のある人
●明るく元気
●異なる業種
●積極的な人、情熱のある人
●地域における存在感のある人・人望のある人
●ボランティア精神の強い人
●例会に必ず参加する人
●その他

●長続きする人　　　●夢を持ち時間を管理できる人
●向上心のある人　　●自分の仕事に強い誇りを持つ人
●信頼できる人　　　●気安く話ができる人
●医療関係・金融機関・生産業者
●人格円満な人　　　●地元企業の人
●会員資格の条件を満たした良識のある人
●入ってくれる人

26.2％
14.6％
10.7％
7.8％
6.8％
6.8％
6.8％
2.9％
2.9％
1.9％
12.6％

Ｅ

《その他の意見》

なぜ退会するのか？

●年会費の負担（経営の悪化等による）
●高齢化・病気
●派閥がある・人間関係
●毎週１回の例会への出席・時間がない
●魅力を感じない
●ロータリーに対する理解が不十分
●会員相互の会話が不足している
●楽しくない
●入会前のイメージと現実とのギャップがある
●その他

●話し相手がいない　　　
●転勤・退職等仕事上の都合
●勉強にならない
●思っていたよりも仕事に繋がらない
●自分にメリットがない　　
●各行事の充実度不足
●費用に見合った充足感が感じられない
●奉仕活動にやりがいを感じない

21.6％
15.5％
12.9％
17.2％
10.3％
4.3％
4.3％
4.3％
1.7％
7.8％

Ｆ
《その他の意見》

アンケートへのご協力ありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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文庫通信

　編集者・作家・エッセイストにして、時代小説・グルメ本・旅行記等多

数出版。タモリ氏とも意気投合し、かつては「笑っていいとも」にレギュ

ラー出演するなど、まさしく遊びの達人とも言える嵐山光三郎氏の「不良

系オヤジとパワーをもてあました不良淑女のための快楽旅行虎の巻」だそ

うです。

　著者によるとオヤジ旅は三人組がちょうどよいのだそうで、日本各地を

個性豊かな道連れと共に食べ歩きます。第９章では博多から唐津へ平凡社

時代の同僚・筒井ガンコ堂氏と連れだってひたすら愉快な珍道中を展開し

ます。唐津での案内役はなんと唐津東ＲＣのＯＢでもある洋々閣の大河内

明彦氏が登場。

　「唐津は私が片贔屓している町である。海がきれいで、魚の活きがよ

く、住人がおだやかで、しぶとい城下町で、唐津焼があり、松原が涼し

く、野良猫も茶を飲み、なにからなにまで上等だ。「晩年は唐津に住みた

い」とガンコ堂に言ったら、「あなたはもう晩年ですよ」と言われた」。後半は置いといて、なんとまあ絶賛

ですね！

　ミシュランガイドで２つ星を獲得した唐津の寿司の名店では、活きの良い握りを頬張りながらセンスとテ

ンポの良い俳句合戦が繰り広げられます。「じつは洋々閣主人大河内明彦氏は田山と号する俳人であったの

だ。ガンコ堂のようにへたな俳句を詠む者がおると、田山のような初心者も作りやすい仕儀とあいなる。両

名にあわせて、わざと下手な俳句を詠む私の胸中を察せられよ」と、そうきましたか。グルメの描写も鮮や

かです。「鰹の刺身は、角がピーンと立っていて、つけ台の上からはねて、波しぶきをあげそうだ。」

　2740地区はどこもうまい食べもので溢れていますが、唐津の海のものはとにかく絶品ですよ。お腹減っ

たなあ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祐）

334号

『日本一周　ローカル線温泉旅』嵐山光三郎／著
　講談社　講談社現代新書　￥778

RID2740  2015-2016 Vol.2

本 カ 線温泉旅』嵐山光 郎／
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日・曜日 行　　　　　　　　事

月

8月 1日（土）～ 2日（日）

8月 8日（土）

8月30日（日）

インターアクト年次大会（佐賀清和高校）

米山参加平和記念大行進

米山記念奨学生カウンセラー交流会

米山記念奨学生セミナー

会員増強・拡大月間
【地区委員会】

訪問日 クラブ名
8月 3日（月）
8月 4日（火）

8月 6日（木）
8月 7日（金）
8月10日（月）
8月11日（火）
8月18日（火）

8月19日（水）
8月20日（木）
8月21日（金）
8月24日（月）
8月25日（火）
8月26日（水）
8月27日（木）
8月28日（金）
8月31日（月）
9月 1日（火）
9月 2日（水）
9月 3日（木）
9月 4日（金）
9月 7日（月）
9月 8日（火）
9月  9日（水）

9月10日（木）

9月11日（金）
9月15日（火）
9月16日（水）
9月17日（木）
9月18日（金）
9月24日（木）
9月28日（月）
9月29日（火）
9月30日（水）
10月 6日（火）

10月 7日（水）
10月13日（火）
10月14日（水）
10月20日（火）
10月21日（水）
10月22日（木）

佐賀西
福江中央
※福　江
佐世保東
長崎東
※武　雄
大　村
有　田
※佐賀南
小　城
諫早北
嬉　野
長崎中央
島　原
佐賀北
大　町
松　浦
大村東
北松浦
唐津西
伊万里西
牛　津
諫早南
佐世保西
長崎北東
※大村北
多　久
※太　良
唐津中央
長崎みなと
白　石
佐世保中央
長崎出島
長崎琴海
佐世保北
長崎西
諫早西
諫早多良見
※神　埼
島原南
佐賀大和
佐世保東南
ＨＴＢ佐世保
佐賀空港
唐津東

【ガバナー公式訪問】

日・曜日 行　　　　　　　　事

9月 5日（土）

9月23日（水）

職業奉仕セミナー（武雄センチュリーホテル）

青少年奉仕セミナー

米山記念奨学委員会

【地区委員会】

日・曜日 行　　　　　　　　事

8月 4日（火） 第１・２Ｇ合同例会（マリトピア）

【クラブ・グループ】

日・曜日 行　　　　　　　　事

月

9月 1日（火）～ 2日（水）

9月 3日（木）

ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ）

地区研修リーダーセミナー

基本的教育と識字率向上月間
【ガバナー事務所】

日・曜日 行　　　　　　　　事

10月17日（土） 神埼ＲＣ創立30周年記念事業（ニューオータニ佐賀）

【クラブ・グループ】

日・曜日 行　　　　　　　　事

未　定 第２回　諮問委員会

【ガバナー事務所】

日・曜日 行　　　　　　　　事

月

10月 4日（日）

10月 7日（水）

10月18日（日）

米山の集い

青少年交換学生長崎くんち見学

ロータリー財団セミナー

経済と地域社会の発展月間・米山月間

【地区委員会】

※印は夜の例会
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