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ガバナー ロータリー情報
国際ロータリーの現状
　私どもが入会しております各ロータリークラブは、国
際ロータリーに加盟申請して、条件が合えば加盟を認め
られます。しかし、加盟する条件として、「人頭分担金
の支払い」と、国際ロータリーが作成する「標準ロータ
リークラブ定款及び手続要覧に記載されている規則」等
を守ることが義務づけられます。
　これらの加盟条件を守らなければ、国際ロータリーへ
の加盟が取り消されます。事実、日本ではあまり聞きま
せんが、世界では加盟を取り消されたクラブがあるそう
です。
　会社には「就業規則」、学校には「校則」があります。
それらに違反した場合は、「退社」「退学」ということが
あるように、加盟条件を守らなければ、加盟取り消しを
受け入れるか、こちらより国際ロータリーへの加盟を取
り下げなければなりません。しかし、国際ロータリーの
運営方針に意見があるときは、３年に１度の規定審議会
へ、地区より議案を提出して、評議員の過半数の賛成が
あれば、国際ロータリーが決めているいろいろな規則を
改正することが可能です。
　私は以上の理由により、私どもが入会している各ロー
タリークラブが、国際ロータリーに加盟を続ける以上、
加盟条件を守らなければならないと思います。
　ポール・ハリスが３名の仲間と「ロータリー」を創立
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した目的は、４名の違う職業の
者が、互いの職業を通して互
いの仕事に役立てようと、そ
して４名の仲間がいろいろな
活動を通じて個人的に親しく
なることでした。現在の「職業
奉仕」の原点です。「社会奉仕」
については、シカゴ内に「公衆
便所」を作ったのが社会奉仕の
始まりと聞いています。その後

「クラブ奉仕」、「国際奉仕」と
進んでまいりました。
　しかし、近年は「アイサーブ」
から「ウィサーブ」への変更、
さらに職業を通じての奉仕で
はなく、金銭を使っての奉仕
が主流となってきているよう
です。
　「ロータリー財団」について、
少し説明させて頂きます。
　「ロータリー財団」というの
は、米国イリノイ州に設立さ

れた非営利財団法人です。運営については、ロータリー
財団管理委員会が行っています。
　日本のロータリーに当てはめると、「米山記念奨学
会」と同じような組織になると思います。「米山記念奨
学会」も非営利法人で、運営も米山記念奨学会が行って
います。
　この説明でわかられるように、「ロータリー財団」
は、国際ロータリーの中では、いろいろな活動の一部門
と思います。
　私の座右の銘は、故 佐藤千寿パストガバナー（第2580
地区東京東ロータリークラブ）が講演会で話されていた

「もともとロータリークラブというものは、仲間同士を
助け合おう、自分の町を住みよくしようという身近な問
題から誕生したもので、身を捨てて人類を救済しようと
いう聖人の集まりではありません」という言葉です。

会員研修会（ 9月18日㈫　佐世保市 ）
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全クラブを対象とする 会員研修会及び懇親会
クラブ管理運営委員長　竹田　健介（平戸RC)

全会員研修を終えて 
　9月18日㈫、全会員研修会が九十九島ベイホテルで行われました。これはクラブ管理運営委員会

（竹田委員長）、会員増強委員会（加納委員長）、公共イメージ委員会（久保委員長）の３委員会合同
セミナーとして開催されたものです。
　連休明けの平日で、午後４時からの開会にもかかわらず約250名の参加をいただきました。会員
増強を唱える前に、新会員の定着をいかに図るかが肝要だということを痛感しました。事例発表
として長崎出島クラブの安達会長にお話をしていただきました。創立20周年を迎えたクラブで、
30名でスタートし、現在は67名、70名に手が届くところまできています。明確な目標を持って入
会を募り、カウンセラー制度を設けたり、新会員フォローアップセミナーを開催したりと、新会員
に対する配慮が行き届いています。
　マイロータリーへの登録が当地区は33％位ということですが、これを公共イメージ委員会は今期
50％まで持って行こうとしています。皆様のご協力をお願い致します。
　ロータリー情報について福田ガバナーからのお話がありました。全会員に資料を配付すること
になっていますので、目を通していただきたいと思います。安部パストガバナーからは「ロータ
リーは人生の羅針盤」というテーマでお話をしていただきました。達磨と武帝の問答「無功徳」は
示唆に富んだお話でした。

福田  金治ガバナー

安部  直樹
パストガバナー 研修会のようす

懇親会のようす

クラブ管理運営委員会
竹田  健介 委員長

懇親会　乾杯
森山  隆明 ガバナー補佐

懇親会　閉会の辞
桑田  隆朗 ガバナー補佐

会員増強委員会
加納洋二郎 委員長

公共イメージ委員会
久保  泰正 委員長

長崎出島 RC
安達健太郎 会長
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国際ロータリー第2740地区 2018-19年度　職業奉仕セミナー報告
職業奉仕委員長　山本　正樹（佐賀南RC)

　国際ロータリー第2740地区職業奉仕セミナーを、2018年9月8日㈯ 佐賀県武雄市の「武雄センチュリ
ーホテル」にて開催致しました。
　残暑が厳しい中お集まりいただいた122名の参加者の皆様、誠にありがとうございました。新会員の
方々の退会防止という点も含めて、入会３年未満の会員の方々にも多数ご参加いただきました。
　またセミナー講師として、第2510地区（北海道西部）の職業奉仕委員長である玉井清治委員長に、
第一部「奉仕の理念とservice」、第二部「時代とともに変化する職業奉仕」という二部構成にて講演
いただきました。
　近年、奉仕の実践が評価され、ロータリアン自身の奉仕の理念の育成がおざなりになっている現状。
また「ロータリークラブの価値とは、いかなるロータリアンとしての人づくりをしたかという事に尽
きる」という基本理念を分かり易く話していただきました。
　その後の質疑応答では「例会の在り方について」、「次年度以降の職業奉仕の在り方について」等の
質問があり、丁寧に答えて
いただき非常に有意義な
セミナーになったと感じ
ております。
　今回のセミナーが各ク
ラブの退会防止、及び会
員増強の役に立てれば良
いと思います。

　去る9月7日㈮、福田金治ガバナー、田口　厚パストガバナー、岩永信昭パストガバナー、﨑永　剛
パストガバナー、増本一也地区幹事ほか多くのご来賓の皆様をお招きして、長崎出島ロータリークラブ
創立20周年記念例会及び記念祝賀会を開催いたしました。
　長崎出島ロータリークラブの20周年プロジェクトは「①記念例会・記念祝賀会 ②記念事業 ③記念誌　
④2070会員増強」という４つの事業で成り立っています。記念事業として、従前より当クラブで取り
組んでいた児童養護施設への支援事業を発展させた形の「おしごと探検隊」、そして毎周年時に行って
いる出島への寄付活動、いずれも記念例会にてVTRと共に紹介いたしました。また新会員3名の入会
式も行い、現在67名。今年度中に会員70名を目指します。記念祝賀会は活水女子大学吹奏楽団の伴奏
による当クラブ会員の歌、あるいは同楽団のコンサートなども交え、盛況のうちに終了いたしました。
　20年を契機としてこれからも充実した楽しいクラブづくりに全員で取り組んでまいります。

長崎出島RC創立20周年記念例会・祝賀会
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ガバナー公式訪問クラブ報告

　2018年8月8日㈬、佐世保玉屋7階において、福田
金治ガバナー、第5グループ山﨑 弘ガバナー補佐、
増本一也地区幹事をお迎えして佐世保RC第3318
回、佐世保西RC第2358回例会となる合同公式訪問
例会を開催しました。
　例会に先立ち12時より両クラブ会長・幹事と別室
で食事を挟んで様々な意見交換を行い、多くの会員
が待つ例会場に拍手でお迎えしました。
　福田ガバナーの講話では、RIテーマ「インスピレ
ーションになろう」についてわかりやすいお言葉で
その趣旨をご説明いただき、地区運営方針や、本例
会日をもって残り100日となりました11月16日・17
日の地区大会に向けての会員の意識高揚を図ってい
ただきました。
　また、佐世保RCより福田ガバナー、増本地区幹事
を輩出させていただいておりますので、この機会に
クラブとしての一体感を高められたことはもちろん

ですが、大変和やかな雰囲気の中、佐世保西RCとの
合同例会でこれまでの友情を更に深められる例会と
なりましたことを、大変嬉しく思っております。
　福田金治ガバナーを始めとする本年のRI第2740地
区の役員・委員の皆様の今後益々のご活躍をお祈り申
し上げます。

（文／佐世保RC）

佐世保RC・佐世保西RC　8月8日㈬ 佐世保RC／会長：古賀　　巖　　幹事：大久保利博
佐世保西RC／会長：副島　洋平　　幹事：西浦　隆洋

　平成30年8月7日㈫、福田金治ガバナー、増本一也地区幹事には、五島
まで遠路はるばるガバナー公式訪問 福江中央・福江RC合同例会にお越し
頂き、ありがとうございました。
　また、福江中央RCより輩出されました、江口正則第９グループガバ
ナー補佐にもお忙しい中ご出席頂きましてありがとうございました。
　例会前の懇談会では、ガバナーより地区グループの地理的面からの見直
し、定款について、私ども2クラブの合併の考えは等、色々お話があり、
また、離島から本土の行事への出席は、経費が掛かり大変でしょうとお気
遣いまで頂きました。最後に、増本一也地区幹事より、地区大会の内容説
明を受け、会場を移し例会に入りました。
　ガバナーのご講話では、国際ロータリー・地区の運営方針の説明があ
り、その中でも特に「会員増強は勿論のこと、入会3年未満の会員の退会が
多いので、新会員研修会・カウンセリングを充実させ、その方たちのフォ
ローを徹底する」、これこそ最もロータリー活動として大切なことではな
いかと思いました。
　私どもは、RIテーマ「BE THE INSPIRATION」（インスピレーション
になろう）に沿った形で、クラブの運営・活動方針・事業計画を、1年間実
行実践していく所存でございますので、ご指導、ご助言等、宜しくお願い
致します。
　畑中重徳SAA（福江中央RC）のスムーズな進行のもと、滞りなく定刻に
例会を終え、その後、2クラブそれぞれガバナーを交えての記念撮影で終
了しました。
　この度の合同例会で、開催日が福江中央RCの例会日に当たり、会場設
営から諸々のご準備等、浦 和弘会長はじめ富山博弥幹事、堺　末喜プログ
ラム委員長、会員の皆様には、大変お世話になりありがとうございました。
　最後に、ガバナーのご訪問も、35回中今回で16回目と、段々折り返し
地点に差し掛かり、疲労もピークを迎えておられる事と思いますが、例年
にない今年の異常な暑さに負けず、お体にご留意されまして、最終訪問の
9月14日 長崎出島RC迄、乗り切って頂きたいと思います。（文／福江RC）

福江RC・福江中央RC　8月7日㈫ 福江RC／会長：植松　郁雄　　幹事：市来　　敦
福江中央RC／会長：浦　　和弘　　幹事：富山　博弥

福江RC

福江中央RC
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ガバナー公式訪問クラブ報告

　8月20日㈪の第1536回例会に、福田金治ガバナ
ー、森山隆明ガバナー補佐、増本一也地区幹事をお
迎えしての公式訪問を開催いたしました。
　例会前の三役懇談会では、ガバナーから、当クラ
ブの定款及び細則がRIの規定に則したものであり、
寸分の間違いのないクオリティーの高いものである
とのお褒めの言葉をいただきました。
　また、先に行われる地区大会の内容について述べ
られ、特に記念事業でありますハワイの短期留学プ
ログラムが、今回の目玉の事業であることを熱く語
られました。
　例会においては、ガバナーに当日入会された女性
の新入会員にバッジの授与をしていただきました。
　卓話では、持参されたロータリーの鐘の説明をさ
れ、今年度のRIのテーマの意味から地区運営方針ま
で、わかりやすく丁寧に述べられました。
　最後に全会員との記念撮影を行い、緊張感が漂い

つつも、終始和やかな公式訪問となりました。
　福田ガバナーにおかれましては、地元輩出のガバ
ナーでもありますので、最後まで頑張っていただき
たいと思っております。　

佐世保北RC　8月20日㈪ 佐世保北RC／会長：森　　　豊　　幹事：松田　信哉

　73回目の長崎原爆記念日の平成30年8月9日㈭、第
2例会日に、福田金治 第2740地区ガバナーの公式訪問
が、江口正則 第9グループガバナー補佐、増本一也 地区
幹事のご同伴をいただき行われました。
　例会前に、福田ガバナー、江口ガバナー補佐、増本
地区幹事と会長、会長エレクト、幹事、副幹事を交えて
記念撮影、懇談が行われました。
　例会場へのガバナー入場時は、全員起立して拍手でお
迎えし、ガバナーご一行の紹介の後、福田ガバナー、江口
ガバナー補佐、増本地区幹事へバナー贈呈を行いました。
　福田ガバナーの卓話は、（１）RI会長の新年度運営方
針、国際ロータリーの運営方針、（２）地区運営方針の説
明、（３）会員増強について、（４）地区主催事業の説明で
した。「特に、会員増強については目標を設定しません
が、退会防止が会員増強につながると思いますので退会
防止の努力をします。本年度地区では、ロータリーを理
解していただく為に、すべての会員を対象とした会員研
修会を開催予定です。また、各クラブでも、新会員研修
会を定期的に開催していただくことが大切です。」と述
べられました。
　地区大会は、本会議の時間を短縮し、懇親会の開始、
閉会を早くしました。また、全員着座での懇親会とし、

ゆっくりと親睦を深めていただけるようにしていますの
で、たくさんの参加をよろしくお願いしますとのことで
した。
　最後に、会長からガバナー公式訪問のお礼として、当
クラブの宝である元RI会長 ハーバート・J・テーラー氏
直筆の四つのテストの複写を贈呈させていただきまし
た。
　ガバナーの公式訪問に感謝いたしますとともに、今年
度のご活躍を心よりご祈念申し上げます。

長崎RC　8月9日㈭ 長崎RC／会長：川原　　強　　幹事：山口　宏二
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ガバナー公式訪問クラブ報告

　平成30年8月21日㈫、国際ロータリー2740地区
福田金治ガバナー、増本一也地区幹事、桑田隆朗
第8グループガバナー補佐をお迎えしての公式訪問
を、諫早南クラブとの合同例会として開催いたし
ました。
　例会前には各々のクラブへの懇談会に対応して
いただき、福田ガバナー、増本地区幹事からは地
区の状況、行事の説明ならびに当クラブについて
的確な状況分析、ご指導をいただきました。
　また、福田ガバナーの卓話では、限られた時間
の中で、RIの現状やロータリークラブの奉仕活動
について細部まで理路整然と説明していただき、
その見識の広さに一同ただただ言葉を無くした次
第であります。
　ロータリー活動の基礎として、これからも手続
要覧、定款、細則の理解を深めていく必要性を感

じました。福田ガバナー、増本地区幹事、桑田ガ
バナー補佐のご訪問を感謝するとともに今後のご
健勝、ご活躍を祈念いたしております。

（文／諫早多良見RC）

諫早多良見RC・諫早南RC　8月21日㈫ 諫早多良見RC／会長：石田　　豊　　幹事：冨永　龍也
諫早南RC／会長：千葉まさこ　　幹事：永渕　憲輔

　8月22日㈬に、国際ロータリー第2740地区福田
金治ガバナーが、長崎南ロータリークラブを公式
訪問されました。瀬崎陽三第10グループガバナー
補佐、増本一也地区幹事の2名の方が随行されまし
た。ガバナー公式訪問卓話として、（１）RI会長の
新年度運営方針、国際ロータリーの運営方針、（２）
地区運営方針の説明、地区主催事業の説明につい
て、詳しくわかりやすく説明して頂きました。地
区委員会が主催する「セミナー」「研修会」出席
義務者は、地区委員会と直接関係のある各クラブ
の委員会の方だけにし、会長・幹事の出席につい
ては、出席義務とせず希望者だけにされるようで
す。会長・幹事の仕事量の集中を軽減する良き策
だと感じられました。
　大変お忙しい中、ご訪問いただき心から感謝し
ております。この1年間、ロータリー活動を楽しみ

つつ、頑張っていきます。よろしくお願いいたし
ます。

長崎南RC　8月22日㈬ 長崎南RC／会長：杉田　祐保　　幹事：山辺　　滋
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新　会　員　紹　介
私たちの新しい仲間になられました方々をご紹介いたします。

佐賀RC

富
とみなが

永　金
き ん ご

吾 君
株式会社  佐賀銀行

常務取締役

島原RC

田
た な か

中　博
ひろのり

徳 君
九州電力島原営業所

営業所長

長崎南RC

日
ひ な た

向　照
てるひろ

宏 君
東急建設㈱長崎出張所

所長

佐賀RC

阿
あ べ

部　高
た か み

巳 君
ニシム電子工業株式会社
取締役システム技術本部長

大村北RC

北
きたむら

村　貴
たかとし

寿 君
瑞鳳会グループ

代表

長崎みなとRC

鳥
とりごし

越　伸
し ん じ

二 君
㈲鳥越住建
代表取締役

多久RC

吉
よしうら

浦　　剛
ごう

 君
有限会社  真栄土木開発

代表取締役

大村北RC

中
なかがわ

川　寿
としゆき

幸 君
九州電力㈱大村営業所

所長

多久RC

松
まつざき

﨑　香
か ず み

住 君

長崎RC

袴
はかまだ

田　直
な お き

希 君
㈱長崎国際テレビ
代表取締役社長

唐津西RC

小
こ に し

西　政
まさひこ

彦 君
九州電力㈱玄海原子力発電所
玄海原子力発電所長

福江RC

丸
まるもと

本　敏
としひこ

彦 君
九州電力㈱五島営業所

所長

佐世保北RC

茶
ちゃむら

村　亜
あ こ

子 君
㈲寿屋貸衣裳店

代表取締役

長崎西RC

草
く さ の

野　郁
い く こ

子 君
㈲アーバングリーン草野

代表取締役

〜8月入会〜

寄　付　者　紹　介
ロータリー財団・米山記念奨学会からの認証および表彰者リストに基づき寄付者をご紹介いたします。

ご厚意に深く感謝申し上げます。

◆ロータリー財団（8月）
■マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

氏　　名 レベル クラブ名
池田　　豊 8 佐 世 保
富田　耕司 4 佐 世 保 北
永田　武義 8 佐 世 保 北
藤原　正廣 3 福 江 中 央

◆米山記念奨学会（8月）
■メジャー・ドナー

氏　　名 回数 クラブ名
前田　一彦 20 佐 世 保 南

第2740地区 2018年8月出席報告

2018年7月1日クラブ数              57 RC
2018年8月平均出席率 82.9 ％
2018年7月1日会員数 2,236 名
　　　　（うち女性会員　　　　91 名）

2018年8月末日会員数 2,252 名
　　　　（うち女性会員　　　　93 名）
2018年8月入会者 14 名
2018年8月退会者 10 名 
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インスピレーションになろう

2018-2019年度 国際ロータリー第2740地区
ROTARY  INTERNATIONAL  DISTRICT 2740 
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ガバナー月信

2018-2019年度 ガバナー　福 田 金 治 国際ロータリー 第2740地区 ガバナー事務所
〒857-0055  長崎県佐世保市湊町2-8  石井ビル6Ｆ
TEL：0956-37-2740　FAX：0956-37-2741
E-mail：ri2740sasebo@eagle.ocn.ne.jp

1116
大会1日目

◉記念ゴルフ大会　8:00～
　　会場：佐世保カントリー倶楽部 石盛岳ゴルフコース
　　　　　　　 （長崎県佐世保市知見寺町1410　TEL：0956-49-5654）

◉RI会長代理歓迎晩餐会　18:30～20:30
　　会場：ホテルオークラJRハウステンボス
　　　　　　　 （長崎県佐世保市ハウステンボス町10番　TEL：0956-58-7111㈹）

◉本会議
　　会場：アルカスSASEBO 大ホール
　　　　　　　 （長崎県佐世保市三浦町2-3　TEL：0956-42-1111）

◉海上自衛隊艦艇見学（予定）
◉ランチ　10:30～
　　会場：アルカスSASEBO イベントホール
　　　　　　　 （長崎県佐世保市三浦町2-3　TEL：0956-42-1111）

会場内にて海軍カレー又はさせぼバーガーを提供致します。

◉海上自衛隊音楽隊演奏会　12:00～12:45
　　会場：アルカスSASEBO 大ホール
　　　　　　　 （長崎県佐世保市三浦町2-3　TEL：0956-42-1111）

金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 懇親会場へ移動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1117
大会2日目

土

1117
大会2日目

土

アルカスSASEBO

ホテルオークラJRハウステンボス

◉懇親会　17:40～19:30
　　会場：ホテルオークラJRハウステンボス
　　　　　　　 （長崎県佐世保市ハウステンボス町10番　TEL：0956-58-7111㈹）

登録受付　　　11:00～
本会議・点鐘　13:30～16:20

国際ロータリー第2740地区 2018-2019年度

インスピレーションになろう地区大会地区大会
1111 1616 1717111120182018

〈本会議会場〉 アルカスSASEBO
〈懇親会会場〉 ホテルオークラJRハウステンボス
〈本会議会場〉 アルカスSASEBO
〈懇親会会場〉 ホテルオークラJRハウステンボス

1616 1717

ホストクラブ：佐世保ロータリークラブ国際ロータリー第2740地区
〒857-0055 長崎県佐世保市湊町2-8 石井ビル6F　Tel：0956-37-0002　Fax：0956-37-2741　E-mail：ri2740conf@air.ocn.ne.jp

〔お問い合わせ〕国際ロータリー第2740地区  2018-19年度 地区大会事務局

金 土
RI会長代理
国際ロータリー第2800地区
2011-2012年度　ガバナー

細谷　伸夫 氏
（山形西ロータリークラブ）

国際ロータリー第2740地区


