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眼鏡橋
めがね橋とか、目鐘橋とか書かれて、親し
み易い橋名で、古記には酒屋町の橋で通っ
ている。寛永11年（1634）興福寺の二代
目住職、黙

もく

子
す

如
にょじょう

定によって建設され、わが
国最初の唐風石橋、中島川には、次々と石
橋が架けられ上流の阿弥陀橋から下流の万
橋まで14の石橋があり、江戸時代には正式
な名称がなく、第１橋など番号で呼ばれ、
名前がつけられたのは明治になってから…

風
物
詩

長崎大学附属図書館蔵「長崎古写真紀行」長崎文献社提供
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　この月信が、発行されているころには、私はガバナーとして 1か月が過ぎているはずですが、
実は、原稿を書いている今は、ガバナーエレクトが終わろうとしています。
　ガバナーエレクトとして、アメリカでの国際協議会をはじめ、東京、大阪といろいろな全国
会議に参加させていただきました。
　先日も、「国際ロータリー日本青少年交換委員会（通称 RYJEC）」主催の「危機管理委員長
全国会議」に奥村危機管理委員長と藤山青少年交換委員長と参加してきました。
　この会議の意味するところは、『今現在、想定外という思いもかけないことが世界中で起き
ている。その時、留学生の安否確認も含めて地区は、迅速な対応ができるか。その後の対応は
適切であったか。もし、そうでなかったら、その責は、ガバナーはもちろん、最悪、当該クラ
ブの存在そのものまで、問われかねない。』という非常に重い内容でした。
　危機管理委員会について、初めて聞くことも多く、また改めてガバナーという役職を再認識
させられました。少なくとも私の危機管理の捉え方と現状とは相当、開きがあると感じました。
それだけ、世の中が変化しているということでしょう。井の中の蛙だと大いに反省しました。
　そして、こういった会議に参加して、いつも思うことは、言わずと知れたことですが、ロー
タリー活動は仕事ではなく、奉仕活動です。その中で、地区委員長をはじめとする地区委員の
皆さんは、どれほど尽力をされているかというところです。
　もちろん、クラブでの活動もそうですが……
　今月の月信では、﨑永チームのそれぞれの地区委員長が今年度の抱負を述べてらっしゃいま
す。改めて、どうぞよろしくお願いします。

ガバナーからのメッセージ

国際ロータリー第 2740 地区
2016−17 年度ガバナー

﨑　永　　剛
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　ガバナー補佐短観　−その１−

　皆さん、こんにちは、第2740地区第１グループガバナー補佐を務めさせていただいており
ます堤と申します。
　2016 − 2017年度が正式にスタートする前に、まず、第１グループの各クラブの皆さんに就
任の挨拶を兼ねて、私自身の情報不足を補う為に、6月中に各クラブを訪問させて頂きました。
　第１グループは佐賀ＲＣ、小城ＲＣ、牛津ＲＣ、多久ＲＣ、佐賀大和ＲＣ、の５クラブで、
佐賀市、小城市、多久市の３市に夫々事務局及び例会場を構え、活動をされております。
　佐賀ＲＣは、第１グループの中で最も歴史が古く、会員も１番多いクラブです。訪問時は、
格調高い雰囲気で緊張してしまい、充分挨拶ができたか不安でした。次に訪問した牛津クラブ
は商業で栄えた町だけあって、会員皆様明るく打ち解けた方ばかりで、特にリラックス体操で
例会が始まり、心身共に緊張感なく楽しく出席する事ができました。
　多久クラブ訪問日は、早朝から雨で、多久クラブに到着した時は車から降りられない程の豪
雨でしたが、幹事さんが、車横まで傘を持って出迎えられた事に随行者共々大感激でした。多
久クラブは女性会員が多く、又出席率が高いのには驚きました。（女性会員の効果？）当日は
地域支援活動の報告がなされていました。次は私が所属する佐賀大和クラブです。気心の知れ
たところで、他クラブへのガバナー補佐の挨拶訪問時の緊張感と不安感が一気に吹き飛びまし
た。しかし、通常例会に出席する場合と、ガバナー補佐として出席する場合とは受ける感じが
少し異なることに気づきました。（ガバナー補佐としての考え方が少しは身につき始めたのか
な？）
　最後の訪問先は、小城クラブです。ここも歴史の古いクラブで、伝統と独特の文化を感じさ
せる素晴らしいクラブでした。当日は小城山挽祇園祭りへの協賛金について報告がなされてい
ました。
　各クラブとも地域の活性化や、多様なロータリー活動を展開されておられる事に感銘を受け、
各クラブの伝統と数々の栄光に輝くロータリアンのその姿は私にとって掛替のないものとなり
ました。
　私は、趣味として、10年以上茶道の稽古を続けております。
　幕末の大老であり茶人でもある井伊直弼の書「茶湯一会集」に「一期一会」という言葉があ
りますが、この心で、今後お会いするロータリーの皆様に接したいと願っております。今後と
も、どうか、宜しくお願い致します。

第１グループガバナー補佐

堤　　眞敏
（佐賀大和RC）
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委員長挨拶

「急がば回れ」
　会員増強は当然乍ら、会員基盤を強化しロータリーを発展させる為に、
クラブの体質を変えて行く必要があります。複数年の計画をクラブ全員
で議論する中に、今年４月の規定審議会の変更内容をクラブ細則でどの
ように受け入れるか、クラブ会員２／３以上の賛成を以ってインフラ整
備の時期に差し掛かっています。
　昨年度と重ね、出席率80％以上、全体で２％増、出席率は結束率で
す。また新会員入会式や育成セミナーを実施されており、炉辺会議に於
もロータリアン教育を計られ、学びて出でる体制を創られておられます。
　クラブ奉仕は例会の充実です。心を交わし親しみ、同じ志を持って奉
仕活動をする原動力になります。新しいものを取り入れる前に今一度 古
きを温ね、今年度をスタートして下さい。「温故知新」、「急がば回れ」。

　「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」

　この度、職業奉仕委員長に就任することになりました。

　２年続けてということで、今年も昨年同様、地区の皆様方と共にロー

タリーの職業奉仕の意味、ロータリーとはどんなに素晴らしい団体か、

他にはないロータリーの魅力とは何かを、皆様方のクラブの方々にお話

ししていただき、各クラブの活性化を図っていただく為の活動を続けて

いきたいと思っております。

　また、時代を超えて変えてはならない「ロータリーのこころ」を目指

し、自己研鑽に努めることで、私自身も成長できればと考えております。

　今年度、地区会員増強委員長をやらせて頂くことになりました。宜し
くお願い致します。
　ご承知の通り、今年度RIの2740地区目標は、在籍50名以上のクラブ
は純増２名、30名以下のクラブは同1名となっています。目標がすべて
クリアーされれば、63名の純増となります。
　誠にシンプル且つ分かりやすい目標ではありますが、達成することは
容易ではありません。近年、我が地区でこのような大きな数字をクリ
アーした事が無いからであります。
　地区全会員2,200余名が一丸となって、事に当たらなければ目標をク
リアーすることはとうてい叶いません。
　どうか皆さんの所属するクラブの為に、増員増強にご助力下さい。
　私もこの一年間、ひとりのロータリアンとして、皆様のお手伝いをさ
せて頂くことに、喜びを感じながら懸命に努力していく所存です。
ご協力を宜しくお願いいたします。

クラブ奉仕統括委員長

髙木　義和
（島原ＲＣ）

会員増強委員長

石橋　　完
（長崎北ＲＣ）

職業奉仕委員長

吉岡　義治
（佐賀南ＲＣ）
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委員長挨拶

　昨年度に続き社会奉仕委員長を務めさせていただきます。本年もよろ
しくお願いを申し上げます。
　先の規定審議会において、標準ロータリークラブ定款第10条が改定さ
れ「理事及び役員、ならびに委員会」となり「第７節―委員会」本クラ
ブは、次の委員会を有すべきであるとあります。この有すべき委員会の
中に、社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕・青少年奉仕は有りません。この
総ての委員会は、奉仕プロジェクト委員会に包括されたわけです。
　しかし、どんなに組織が変わろうと、ロータリーの奉仕自体が変わる
訳ではないと信じ、本年も社会奉仕委員長として１年間真摯に務めさせ
て頂きます。皆様のご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

　2016−2017度インターアクト地区委員長に就任致しました。
　地区委員メンバーと一緒に、一年間頑張りますので皆様の御支援のほど、宜しくお願い
致します。
　現在、2740地区では20のRCが提唱している21校のIACが活動をしています。
　世界最初にIACが発足したのが1962年アメリカ フロリダ州 メルボルンRCの提唱に
よりメルボルン高校IACです。
　2740地区に関しては1963年11月に発足した大村北RC提唱の大村工業高校IACが一
番歴史があるクラブになっています。
　どこの学校でも少子高齢化によって生徒数が減少し各クラブの会員が減少傾向にありま
す。
　過去には、休部、廃部になったクラブもあります。
　我々ロータリアンは学校と連係を取りながら魅力あるIAC運営をしていける様に見守っ
ていく事がスポンサーであるロータリアンの役目だと思います。
　地区委員会ではアフターの活動が円滑に継続して行われる様に指導者研修会を年２回計
画しています。また、年次大会を今年度はホスト校の鎮西学院高等学校IAC（諫早北RC
提唱）コ・ホスト校　諫早農業高等学校IAC（諫早RC提唱）向陽高等学校IAC（大村RC
提唱）に計画実行をして頂きます。
　地区委員会はIACを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
ない活気ある委員会活動を行っていく所存で有りますので宜しくお願い申し上げます。

　昨年度インターアクト地区委員長でお世話になりました。今年度はよ
り重大な青少年統括委員長を努めさせて頂くことになり、責任の重さを
痛感しているところです。皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上
げます。
　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。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・RYLA・国際
青少年交換の四委員会あり、それぞれ有意義な活動を行っています。青
少年奉仕統括委員長は、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ます。昨年度は一つの
ローターアクトと一つのインターアクトが、交流し始めました。その輪
を広げ、今年度は、青少年奉仕四委員会の自主活動はもちろん四委員会
の交流を深め青少年部門が一体なる活動になるように努力したいと思っ
てます。改めてよろしくお願いします。

社会奉仕委員長

帯屋　　徹
（大村ＲＣ）

青少年奉仕統括委員長

奥村　　豊
（唐津ＲＣ）

インターアクト委員長

松田　洋一
（諫早北ＲＣ）
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未来のリーダーを育てよう！
　私たち2740地区内には、10クラブのローターアクトクラブ（RAC）
があります。現在は、８クラブが活動を行っています。RACは、1968
年にRCが提唱した青少年育成プログラムで、18歳から30歳までの青年
の男女を対象とした未来のリーダーを育成することを目的とします。
　RACが、本来のプログラム遂行するためには、クラブ会員数として
20名程度は必要です。しかし、ほとんどのRACの会員数が減少してお
り、活動にも支障をきたしています。
　そこで、本年度は、各RACおよび各提唱クラブに最も大切なテーマと
して会員増強への取り組みをお願いしたいと考えます。
　RCの五大奉仕に「青少年奉仕」とあるように、私たちロータリアンに
は、未来のリーダーを育てる責務があると考えます。ご協力のほど宜し
くお願いいたします。

　2016−2017年国際青少年交換委員長を務めさせて頂くことになり
ました。2013 ～ 2015年に地区委員として務めましたが一年の休憩を
経て復帰しました、地区委員も半数が留任して頂き新たに４名の委員が
加入し10名にて運営することとなりました。
　今年度は、委員会での情報共有、オリエンテーションの開催場所・内
容も刷新し、各委員にて役割分担を担うことといたしました。
　派遣学生は３名で楽しい経験を積んでくれると思います、また来日学
生はオーストラリアの学生を含めアメリカからの学生１名の３名で日本
での生活・語学の上達・地区行事への参加・他地区への旅行など多彩な
思い出を体験してもらおうと思います。
　本年の熊本地震を参考に居場所確認やセクシャルハラスメント等の危
機管理もしっかりと対策を講じる必要があります。ホストクラブとロー
タリアンの皆様のご協力をお願いします。

　今年度も地区RYLA委員長を拝命して、３期目になります。地区内の青少年活動に占めるRYLA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RYLA大会に向けて頑
張りたいと思います。
　 RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）はロータリー主催で行われる、若者のための
リーダーシップ育成プログラムで、参加者の年齢制限はありません。
　特に当地区の最近のRYLA運営ではローターアクトにも積極的に参加してもらい、一泊研修という
短い時間の中でロータリアンと一緒にお手伝いをしてもらっていますので、参加者の青少年の中から
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、 RYLA委員会がないクラブからも参加する青少年を推薦していただく機会を増
やしていただけるようにお願いいたします。
　過去のRYLA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RYLA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RYLA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RYLA開催について体験をしていただくこ
と。といったRYLA開催ホストクラブのローテーションのご理解をしていただけるようになりまし
た。
　2017年伊万里RC（第38回）は5月27日、28日に「黒髪少年自然の家」で開催予定、2018年
多久RC（第39回）の予定です。
　歴代のホストクラブへの感謝と、地区内クラブのRYLAへの積極的なご参加・ご協力をお願いいた
します。

ローターアクト委員長

中本　幸人
（長崎北ＲＣ）

RYLA委員長

北郷　雅子
（長崎出島ＲＣ）

国際少年交換委員長

藤山　英周
（唐津ＲＣ）
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祈る
ノーモアナガサキ

2

整備中のファットマン
　プルトニウムを使用した
原子爆弾で、容姿が太った
男性（Fat Man）に似てい
ることから名付けられた。

文書に署名する岡田寿吉市長
　米軍占領下にあるためMP（Military Police）
から監視されている。このためか日本人通訳
も横に控えている。やや高圧的に見下ろされ、
岡田市長は眉を顰めて口をすぼめている。

うつむいた聖観音菩薩
　ここは山王観音堂として長崎四国八十八ヵ所巡りの八十三番霊場にあたる。写真では
爆風を受けた聖観音菩薩と地蔵菩薩の３体がうつむき加減で残り瓦礫に埋没している。
右には山王神社二の鳥居、左後方に鎮西学院、右隣に城山国民学校の校舎が見える。

進駐する米軍
　終戦後、９月23日にリロイ・P・ハント
少将指揮下のアメリカ第２海兵師団特別
陸戦隊２万５千人が上陸した。

茂里町付近から
　　見た附属医院
　点在する電柱は長崎電気
軌道の架線。右手後方に爆
風で傾いた長崎医科大学附
属病院の煙突が見え、その
手前崖下に山王神社の一本
柱鳥居（二の鳥居）が立っ
ているのが見える。

原爆で14万人死傷
　71年前「1945年８月９日午前11時２分」
一発の原子爆弾が長崎の街を地獄絵図のよ
うに一変させた。米軍のB29爆撃機「ボッ
クスカー」が長崎市松山町の上空約9,600
メートルでプルトニウム爆弾を投下し、高
度500メートル付近で爆発した。その瞬間
に発生した火球は数百万度に達したと言う。
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つなぐ
長崎から世界へ 平和を

　　　　爆風で破壊された　　　　
　　　　　浦上天主堂正面玄関

　長崎上陸後、米軍が製作したと思われる
「THE CHATHOLIC CHURCH OF URAKAMI」
の黒い看板が中央に立てられている。

天井のない西中町天主堂
　　　　　（現中町教会）
　爆風で屋根が吹き飛ばされて
おり、中からは青空がのぞいて
いる。浦上天主堂につづく顕著
な被害を受けた教会のひとつで
ある。当日は神父１名が被爆し、
附属幼稚園と保育所も焼失した。

火災で焼け落ちた長崎駅
　記録によると長崎駅は８月９日、懸命な消火活動にも関わらず、午後３時には全焼した
とある。写真は物資運搬のためか、多くの人々が行き交っている。右後方の地肌が見えた
山は岩屋山。赤ん坊を背負った女性が力なく歩く姿が写っている。

米国国立公文書館所蔵　米軍撮影　未公開写真（写真提供・長崎原爆資料館）　長崎文献社発行「長崎被爆荒野」提供

現在の長崎駅周辺

焼け野原を撮影する米兵
　浦上天主堂を背景にカメラを抱いた米兵が、
散らばった屋根瓦原野を眺めている。すでに
復興が始まったのか、後方にテントを垂れ下
げたバラックがあり、これは田川商店の人間
が再建した。このバラックの建造は浦上一帯
でもっとも早かった。

米兵のジープに群がる子供たち　1945.9.29
　撮影日：1945.9.29　撮影者：Cpl（伍長）R.J.Smart
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委員長挨拶

　今年度より、2740地区ロ−タリ−財団委員長を拝命いたしました。昨年度ま
では、補助金委員長として皆様には大変お世話になりました。今後は「未来の夢
計画」に右往左往の試行錯誤と蓄積した経験値で、更にと有益にを併せ、クラブ
のお役にたちたいという思いを基に頑張る所存です。どうぞよろしくお願いしま
す。
　さて2016-17年度は、国際ロ−タリ−のロ−タリ−財団が設立されてから
100周年のメモリアルイヤ−となります。
　委員会として、Ｒ財団の100周年記念事業には、積極的に関われればと思っ
ています。そのひとつが、ポリオ撲滅への支援です。各クラブと協力しながら地
区委員会として「END POLIO NOW」推進支援を特にお願いし活動いたします。
　ロータリー財団創設者、アーチ・クランフは「私たちは、自分のためだけに生
きるべきではありません。誰かのために“よいこと”をする喜びのために生きるべ
きです」と述べてます。
　ひとり一人の力は小さくても、力合わせれば幸せの波紋は世界中に施します。
　今年度は、次の新たな100年に向けたスタ−トでもあります。是非とも皆様
のご協力をお願い申し上げ、就任の挨拶とします。

　2016−17年度国際ロータリー第2740地区資金推進委員会委員長を

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。昨年

度に引続きご寄付のお願いをさせていただくことになります。昨年度に

おきましては、各クラブの皆様から多大なご協力を頂き誠にありがとう

ございました。今年度１年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。財団で

は年間一人150ドルの寄付と寄付ゼロクラブをなくすことを重要な目標

として掲げています。皆様から頂いたご寄付は全て奉仕活動に使用され

ます。充実した奉仕活動のために引続き各クラブの皆様の寄付へのご理

解とご協力をお願い申し上げます。

　この度ロータリー財団の補助金委員会を担当させて戴くことになりま
した。
　補助金委員会は１）地区補助金による活動、２）グローバル補助金に
よる活動、３）海外への留学生輩出の３部門から構成されていますが、
どれもやや面倒な手続きがあり、実行のためにはクラブ内でも少し仕事
が増えるような一面があります。しかし、思い切って実現してみると達
成感や連帯感を経験できたとの声を多く頂きます。当委員会は、皆様の
ロータリーライフの充実のために少しなり貢献できればとの思いで活動
を進めて参りたいと思います。小さな地区活動から大きな国際的活動ま
で、各々のクラブから新しいアイデアを出して戴ければ幸いです。何卒
宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員長

西川　義文
（大村ＲＣ）

補助金委員長

隅　　康二
（佐賀西ＲＣ）

資金推進委員長

永尾　竹則
（佐賀西ＲＣ）
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委員長挨拶

　昨年度に引き続きポリオプラスの地区委員長をさせて頂く事になりま

した佐世保ロータリーの溝口です。昨年度は、ポリオプラスに対するご

寄付も少しずつではありますが増加していっています。誠に有り難うご

ざいました。昨年度は「アフリカで1年間ポリオ発生を認めなかった」

というビックニュースが世界を駆け巡りました。あと一息でアフリカも

ポリオ撲滅地域となれる可能性がでてきました。今後は、これに安心す

る事なく今まで以上に2740地区としてもポリオ撲滅の為の活動をして

行かなければいけないと思っています。今年度も宜しくお願い致します。

　今年度より、米山記念奨学地区委員長を拝命させて頂きました大家和
義（小城RC）です。前任の本多委員長の下、第１Ｇの地区委員としてお
世話になって居りました。
　これまで総ての事業に参加する様に心掛けて居りましたが、思う様に
お供出来ずに申し訳ないと思っており、また前委員長の様に総ての米山
記念奨学生への配慮が出来るか心配ですが、前委員長には顧問・学友会
担当委員として、ご指導を頂きたいと思っております。また第2740地
区の57RC地区委員の皆様のご協力を得て、頑張っていきますので、会
員の皆さん、どうぞ宜しくお願い致します。
　﨑永ガバナーより、個人平均寄付額￥16,000円／人を目指すことを、
研修・勉強会等の折に呼び掛けて頂いておりますので、各地区委員の皆
様には米山月間の10月前後に実施する「出前卓話」にお供して頂き、個
人平均寄付額の目標達成を呼び掛けて頂く様、よろしくお願い申し上げ
ます。

　本年度（2016−2017）より資金管理委員会を担当させていただき
ます。資金管理委員会は、地区補助金・財団補助金の管理を通して補助
金を利用するロータリアンに向けて、財団の事業の周知と利用の推進を
図ります。
主な活動内容
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行う。
　以上、補助金の利用に関してはRI及び財団の明確な会計ルールの下に
行いますが、それが利用促進の妨げにならないよう配慮していきたいと
思います。
　今年初めての委員長でありますが、ガバナー事務局のご指導の下頑張
りますので宜しくおねがいします。

ポリオプラス委員長

溝口　尚則
（佐世保ＲＣ）

資金管理委員長

竹内　　一
（長崎北ＲＣ）

米山記念奨学会委員長

大家　和義
（小城ＲＣ）
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　古きを温ねてみる。19年前、当地区は55クラブ3,141名（女性22名）、出席率91.55％の黄
金期に入会した頃、例会では先輩の視線を背に受け、情報は漏らさずメモを取っていました。
　翌1998年度、地区組織に豊田康裕クラブ奉仕統括委員長と牟田末人拡大会員増強委員長、
計11名の時、安定した会員数だった。当時はニューデリーでの規定審議会に初の女性代表議
員の登場とグリーンレッドカードの利用が話題になる中、38の制定案の中に例会回数や会員
の身分も登っていたが否決されている。
　またRI会長賞のクラブ奉仕部門へのプログラムに①会員増強３％純増、②退会者も３％以
下防止、③全新会員はクラブのオリエンテーションを受ける。④⑤⑥⑦⑧、⑨特別な広報活動
を行い、ロータリーへの認識と理解を広める。⑩⑪である。具体的に示されており、今日はそ
の他の項目は戦略計画の中に埋もれてしまった。（2016−2017年度「会長賞」参照）
　2007～ 08年、クラブ奉仕部門に会員増強の他ロータリー情報公報・女性・出席各委員会が
加わり７月29日のクラブ奉仕セミナーでは西田栄時PG・永富税PGの特別講師の来訪で職業倫
理にも及ぶ退会防止等を講ぜられ、部門別意見交換を入れて白熱したディスカッションが伺え
ます。記録には、その日、参議院議員選挙投票日でも多勢の出席者で 入りて学ぶ 研修日でし
た。
　「不易流行」21世紀になり不況の波は世界を襲い、13年間会員減少が続く中、女性会員は僅
かながらも増え現在81名となります。
　近年会員数は安定しているとは云え、当地区１クラブ平均39名、30名以下のクラブ17、20
名以下は３、10名以下は３、計23RCがクラブの管理運営に苦悩を重ねておられると推察しま
す。また平均年齢65歳以上のクラブにとっては存続の不安も生まれ、これからは危機感を
もって模索して行かなければならないと思います。
　会員増強については皆さんも常にアンテナを張り、アイデアを持ち、アクションを起こして
おられます。また垣根を越えネットワークを生かし、作次作戦にも参加し、広範囲に良質の会
員を求めておられます。是非、やる気・勇気・根気の三気を発揮し、全員で取り掛かりましょ
う。
　岡山東RCへメーキャップで訪れた時、日本におけるロータリーの綱領から目的へ変更する
委員長を担当された鳥井滋PG、お会いでき経緯をお聞きした。３年を過ぎ、その意とするも

髙木 義和
（島原ＲＣ）

　会員増強月間に向けて



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740 12

のは変わらない不易基本です。目的を達成するために、クラブがどう使命実践すべきか変化・
対応が望まれます。そのためにはクラブ奉仕に関わる戦略計画のクラブ基盤を強化し、公共イ
メージと認識の向上を長期計画により再注入して戴きますようお願いいたします。
　７月のクラブ奉仕研修セミナー、８月の会員増強月間と年度のスタートを切る大役を果たし、
委員会一同真剣に取り組んで参ります。
　有志者、事意成。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル３階
TEL（03）3433-6456・FAX（03）3459-7506　　http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前10時〜午後５時　　休館＝土・日・祝祭日

ロータリー文庫

文庫通信
　「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50周年記念事業の一つとして 1970年に創立された皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万４千点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電
話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホーム
ページでも PDFもご利用いただけます。
　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。以下資料のご紹介を致します。

◎「ロータリーにおける歴史の重要性」　平島健次郎　関西ロータリー研究会　1973　53p
◎「ロータリーの国際奉仕」　佐竹郁夫　旭川 R.C.　1979　20P
◎「“ロータリー・徽章の物語”　−ロータリーの歴史の歩みと共に−　長崎南 R.C.　1980　94p
◎「合理化時代と職業奉仕」　西村祥三　関西ロータリー研究会　1983　24p
◎「ロータリーは何をしているか」　鳴海敦郎　1986　19p
◎「新会員のためのロータリーの歴史」　佐藤　佶　1987　48p
◎「米山梅吉翁物語」　長泉 R.C.　1989　26p
◎「ロータリー事始」　佐藤　佶　福島南 R.C.　1996　38p
◎「ロータリー雑学のすすめ」　長崎南 R.C.　1996　86p
◎「ロータリーマジック」　江崎柳節　　2010　197p� ［上記申込先：ロータリー文庫］

デジタル化されたロータリー文献（４）（2016年６月）

第2740地区　10年間の会員数推移
年度末 会員数 女性会員数
2005-06 2421 60
2006-07 2382 64
2007-08 2324 63
2008-09 2207 68
2009-10 2204 69
2010-11 2199 71
2011-12 2163 74
2012-13 2169 79
2013-14 2176 80
2014-15 2191 80

2015-16（3/31現在） 2200 83
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第2740地区ロータリークラブ　TEL・FAX・メールアドレス一覧表

グループ クラブ 会　　長 幹　　事 TEL FAX メールアドレス

第
１
グ
ル
ー
プ

佐 賀 牟　田　清　敬 福　岡　　　桂 0952-22-7118 0952-20-7605 sagarc@hyper.ocn.ne.jp

小 城 佐　保　幹　夫 田　中　博　起 0952-73-4111 0952-72-4120 m_nisimu@ogi-cci.or.jp

牛 津 山　本　康　徳 谷　上　　　守 0952-66-1463 0952-66-1463 me-ohashi@kdp.biglobe.ne.jp

多 久 前　田　憲　秀 江里口　尚　子 0952-75-2122 0952-75-2122 taku-rc2740@saga.email.ne.jp

佐賀大和 浦　川　容　伸 松　永　光　司 0952-37-9180 0952-37-9180 yrc2740@gmail.com

第
２
グ
ル
ー
プ

佐 賀 西 平　野　信一郎 山　口　俊　之 0952-22-7119 0952-22-3866 sagaw-rc@po.saganet.ne.jp

佐 賀 北 池　田　敬　介 山　田　　　誠 0952-20-1100 0952-20-1101 s-n-rc@aurora.ocn.ne.jp

佐 賀 南 菰　田　秀　三 吉　岡　義　治　0952-22-6145 0952-20-7710 s-src2740@wind.ocn.ne.jp

神 埼 野　田　初　憲 澗　隨　俊　明 0952-51-4321 0952-51-4365 kanzaki-rc@guitar.ocn.ne.jp

佐賀空港 小　林　孝　治 小　山　淳　也 0952-22-7119 0952-22-3866 junya-koyama@joix.jp

第
３
グ
ル
ー
プ

有 田 大　宅　洋二郎 金　武　康　男 0955-43-3120 0955-43-3140 aritarc@isis.ocn.ne.jp

武 雄 辻　　　清　定 野　中　績　宏 0954-22-3644 0954-22-3659 takeorc@cableone.ne.jp

鹿 島 住　江　潤　子 平　川　直　樹 0954-62-2624 0954-62-2633 kasimarc@vip.saganet.ne.jp

嬉 野 諸　井　好　晴 村　島　秀　典 0954-43-0310 0954-43-0310 ureshinorotary@cocoa.ocn.ne.jp

大 町 前　山　正　博 土　井　　　了 0952-82-5002 0952-82-5059 ohmatirc@star.saganet.ne.jp

白 石 池　上　　　司 大田尾　一　美 0952-82-5002 0952-82-5059 xf332483@dj8.so-net.ne.jp

太 良 竹　下　泰　信 髙　木　　　茂 0954-62-2624 0954-62-2633 kasimarc@vip.saganet.ne.jp

第
４
グ
ル
ー
プ

唐 津 小　林　　　哲 中　村　晃　二 0955-75-0101 0955-73-3336 karaturc@iris.ocn.ne.jp

伊 万 里 城　島　正　敬 峯　　　輝　正 0955-22-3737 0955-22-3737 imarirc@arion.ocn.ne.jp

唐 津 東 諸　泉　嘉治朗 前　田　春　実 0955-75-0102 0955-73-3336 k-east-rc@circus.ocn.ne.jp

唐 津 西 外　尾　　　健 金　子　謙　三 0955-75-0103 0955-73-3336 karatsuwrc@vc1.people-i.ne.jp

伊万里西 山　﨑　高　広 古　川　幸　司 0955-22-7878 0955-22-7878 i-westrc@po.saganet.ne.jp

唐津中央 近　藤　豊　守 馬　渡　俊　幸 0955-75-4643 0955-73-3336 ka-chuo-rc@vc1.people-i.ne.jp

第
５
グ
ル
ー
プ

佐 世 保 増　本　一　也 松　尾　文　隆 0956-22-7720 0956-25-6323 src@circus.ocn.ne.jp

平 戸 貞　方　正　一 相　知　清　隆 0950-22-3131 0950-22-3130 infohirado@hiradocci.or.jp

佐世保西 江　口　圭　介 田　中　龍　弥 0956-23-9030 0956-24-9292 wrotary@fsinet.or.jp

北 松 浦 永　田　　　章 辻　田　智　一 0956-65-2035 0956-65-2493 ri2740kitamatuura@gmail.com

松 浦 上　村　幸四郎 角　野　智　志 0956-72-5678 0956-72-5678 matsuura.rc.2740@carrot.ocn.ne.jp

第2740地区ロータリークラブ
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グループ クラブ 会　　長 幹　　事 TEL FAX メールアドレス

第
６
グ
ル
ー
プ

佐世保南 西　沢　雅　幸 山　口　嘉　浩 0956-22-5600 0956-22-5755 ssrc580110@beach.ocn.ne.jp

佐世保東 村　瀬　公一郎 大　木　亮　諄 0956-39-5570 0956-39-5907 ssbestrc@gaea.ocn.ne.jp

佐世保北 藤　井　良　介 宮　﨑　有　恒 0956-22-7144 0956-22-1201 office@sasebonorth.org

佐世保中央 山　瀧　正　久 岡　　　光　正 0956-25-5595 0956-25-3445 chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保東南 稻　吉　　　聡 徳　住　　　勉 0956-76-8642 0956-76-8643 info@saseboes-rc.jp

HTB 佐世保 浅　井　貞　宏 道　添　昭　仁 0956-58-4008 0956-58-4008 htbs2740@m21.alpha-net.ne.jp

第
７
グ
ル
ー
プ

大 村 酒　井　美　克 小　又　三　正 0957-42-6192 0957-42-6193 omura.rc@cap.bbiq.jp

島 原 大　場　堂　志 前　田　寛　信 0957-62-2101 0957-62-2393 rotary-club@shimabara-cci.or.jp

雲 仙 堀　川　二　雄 原　田　　　徹 0957-73-3617 0957-73-2261 miyamoto@unzen.org

大 村 北 上　野　祐太郎 上　田　善　行 0957-20-7205 0957-20-7206 omura-n-rc@celery.ocn.ne.jp

島 原 南 本　多　宏　成 本　多　　　進 0957-84-3883 0957-84-3883 shimabara-M-Rotary.club@shokokai-nagasaki.or.jp

大 村 東 里　脇　岩　男 安　永　正　昭 050-3793-5107 0957-54-5155 oeast.rc@lily.ocn.ne.jp

第
８
グ
ル
ー
プ

諫 早 栄　田　元　信 井　手　大　二 0957-22-3323 0957-24-3638 icci35@abeam.ocn.ne.jp

諫 早 北 本　田　清　秀 宮　田　茂　樹 0957-22-3323 0957-24-3638 icci18@orange.ocn.ne.jp

諫 早 西 永　井　栄　次 森　　　由　有 0957-22-3323 0957-24-3638 icci41@ninus.ocn.ne.jp

諫早多良見 中　村　克　三 福　元　重　喜 0957-22-3323 0957-24-3638 icc10@orange.ocn.ne.jp

諫 早 南 酒　井　郁　子 荒　木　和　美 0957-35-8686 0957-35-8786 rc373373@galaxy.ocn.ne.jp

第
９
グ
ル
ー
プ

長 崎 進　藤　和　彦 藤　本　　　伸 095-821-1009 095-824-9071 nrc@ninus.ocn.ne.jp

福 江 中　村　陽　二 柳　田　靖　夫 0959-72-3108 0959-74-1588 frc64-fcrc75@vc.fctv-net.jp

長崎北東 猪　股　賢一郎 高　木　哲　郎 095-843-6635 095-845-9411 n-hokutorc@nerotary.org

福江中央 山　本　　　稔 平　田　昭　文 0959-72-3108 0959-74-1588 frc64-fcrc75@vc.fctv-net.jp

長 崎 西 北　口　功　幸 川　口　輝　彦 095-828-1091 095-824-5520 nwrc2740@ngs2.cncm.ne.jp

長崎琴海 田　中　一　広 打　越　誠　次 095-884-0169 095-884-0118 kinkairc@road.ocn.ne.jp

第
10
グ
ル
ー
プ

長 崎 北 林　　　敏　幸 中　村　知　也 095-825-6485 095-824-9071 n-kitaro@giga.ocn.ne.jp

長 崎 南 中牟田　真　一 藤　井　勝　也 095-821-1041 095-826-4756 info@minamiro.jp

長 崎 東 西　田　哲　治 峰　　　利　克 095-825-6491 095-821-5857 n-eastrc@ngs2.cncm.ne.jp

長崎みなと 井　口　昭　彦 桑　岡　隆　太 095-837-8530 095-837-8536 higanagaro@mxc.cncm.ne.jp

長崎中央 河　野　英　雄 原　田　知　行 095-825-8585 095-825-8587 n-chuorc@arion.ocn.ne.jp

長崎出島 有　馬　裕　幸 前　田　利　孝 095-822-9632 095-826-4756 dejimaro@lime.ocn.ne.jp

事務局　連絡一覧表



【 旧グラバー住宅 】
Glover House and Office

　﨑永ガバナーより月信の特命を受けた我々三人ですが、隅から隅まで月信に目を通す読者
ではありませんでした。今までご苦労された歴代の月信担当の方には、大変申し訳ないと反
省しながらも、皆さん方にいかに読んでいただくかを検討しました。ガバナー月信という性
格上、内容を変えるのは難しく、大いに悩みました。かくなるうえは、禁断の『袋とじ…』
というわけにもいきません。最終的には、﨑永ガバナーからのアドバイスもあり、視覚にうっ
たえて長崎らしい月信にしようと決定しました。ありがたいことに、長崎には世界遺産や観
光、文化など市民が誇りに思っているものがたくさんあります。表紙や真ん中の見開き部に
は、１つのテーマに絞り込むことなく、何でもありの『ちゃんぽん』にして長崎らしさをお
届けします。この一年、よろしくお付き合いください。（啓）

小菅修船場や高島炭鉱の経営など、近代技術の導入を通して日本の近代化に尽力した。スコット
ランド出身の実業家トーマス・グラバーの邸宅。主家は 1863 年に建築された日本最古の木造洋風
建築で、欄間がアーチ型になっている一方で日本瓦や土壁が用いられるなど、イギリスのコロニ
アル様式と日本の伝統技術が融合した形となっている。主屋と附属屋の２棟が国の重要文化財に
指定。他の邸宅や移築されてきた洋館などと併せて、1974 年に観光施設「グラバー園」となった。

編集後記

編集長 ︱ 柴田義孝 編集委員 ︱ 岩永和之・堀　啓二月信編集委員

国際ロータリー第 2740 地区
ガバナー事務所

〒852-8134　長崎県長崎市大橋町6-6 小林ビル2F
TEL.095-894-1581   FAX.095-894-1585
HP  http://www.d2740.org/
E-mail：ri2740nagasaki@grace.ocn.ne.jp

� 写真／納富 司デザイン事務所 提供

月間スケジュール、コーディネーターニュース等は地区HPに掲載しています。 2740 　検索


