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長崎大学附属図書館蔵「長崎古写真紀行」長崎文献社提供

オランダ商館最後の姿
ベアトが慶応元年（1865）に大徳寺から撮影し
た出島である。
出島は、寛永13年（1636）にポルトガル人を収
容するために造られた。ポルトガル人の来航が禁止
されると、平戸にあったオランダ商館が移され、
ヨーロッパとの唯一の窓口となった。
出島の石垣の上の塀はすでに取り壊されている
が、海岸通りの道はまだ築き足されておらず、建設
当時の状態をうかがうことができる。
手前の大きな屋根は新地の倉庫群。新地は、元禄
15年（1702）に、中国人が運んできた貨物を収納
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ガバナーからのメッセージ

公式訪問スタートしました
国際ロータリー第 2740 地区
2016−17 年度ガバナー

﨑

永

剛

７月 12 日いよいよ公式訪問がスタートしました。鹿島市
の祐徳稲荷神社に参拝してから、公式訪問をスタートするの
が恒例とのこと。当日大雨警報が出て心配しましたが、その
時は陽までさす天気となりました。これも神のご加護と思いつつ鹿島ロータリークラブの会長
以下幹部の方々に案内していただきました。称宜の鍋島様（以前ロータリアンだった由）より
祐徳稲荷神社の由来等を伺った後、153 段の階段を昇り、荘重な神殿で清祓をして頂きました。
第 2740 地区各クラブのますますの繁栄を所願、ついでに私事ですが自身の健康を願いました。
いよいよ「鹿島立ち」（いい語感です）です。
鹿島ロータリーさんの食事が赤飯、しかも蒲鉾に寿の字が埋め込まれていて、その心遣いに
嬉しく思いました。緊張していたのでしょう、後で幹事の小林君に何か所か言葉遣いなど訂正
をもらいました。改めて鹿島ロータリー様には御礼とお詫びを申し上げます。その翌日から佐
世保ロータリークラブさん（以下「ロータリー」を省略させていただきます）、長崎クラブさん、
佐世保南クラブさん（逸見パストガバナーもお見えになり親しくお声掛けいただきましたが、
急逝されました。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。）土曜日はライラ委員会、火曜日は唐
津クラブさん（点鐘の後各々握手してまわり一気に親しくなった気がしました）、夜は佐賀南
クラブさん、翌日から伊万里クラブさん（記念に絵皿を描かせて頂きましたが習字を練習して
おけばよかったと後悔しました。）
佐賀クラブさん、雲仙クラブさん（唯一土曜例会クラブだそうです）。日曜日はクラブ奉仕、
会員増強セミナー、月曜日から佐賀西クラブさん、島原クラブさん、長崎南クラブさん、平戸
クラブさん、松浦クラブさんと訪問させていただきました。各クラブからおおいに歓迎を受け
ました。クラブ各々に歴史と伝統があり、その中に更に変える処は変えようという意気込みを
感じました。セミナーをきっかけに改めてＣ・Ｌ・Ｐへの取り組みを地区全体で準備する動き
が加速しそうです。私の勉強不足を痛感しながらの３週間でした。
猛暑です、改めましてロータリアン各位に暑中お見舞い申し上げ今月号を締めさせていただ
きます。
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ガバナー補佐短観

−その２−

第２グループガバナー補佐

円田

稔

（佐賀西RC）

補佐とはある人がいて、その人が務めを果たす為、その務めを補い助けること。補佐の佐の意
味は人が助け合うということ。随想とは折に触れて思うこと。････でした。
今年晩冬のある日、ホームクラブ会長の富吉敏充さんが、突然私の会社を訪問してこられまし
た。何だろう、車の御相談でも頂けるのかなと思いましたところ、次年度AGの御依頼でありまし
た。富吉さんは2006年−2007年度私が第49代クラブ会長をさせて頂いた時のクラブ幹事でありま
す。荷が重いと感じましたが、クラブの伝統であるいかなる役職も快く引き受けるというしきた
りがあり、即断にてお引き受けすることになりました。
私の前任は神埼RCの宮原AG（2015年−2016年度）でありました。３月頃でしたか、出張で東
京へ行った折、羽田空港のロビーで偶然お会いすることになりました。その時に宮原さんから、
私が次期をお引き受けしたことに対し、丁重な御礼のお言葉を頂きました。今になってみますと、
これが実質的な当人同士の引継ぎということになりました。６月18日の唐津シーサイドホテルで
の新旧交代会には御欠席でしたので。
先般７月13日に吉野ヶ里商工会での神埼クラブの例会に、AGとしてご挨拶に行った際、お目に
かかることが出来幸いでした。宮原さんの御奉仕に感謝し、今後の御指導並びに御自愛をお願い
した次第です。
７月１日、2016−2017年度、RI2740地区、﨑永丸は出航致しました。
私は７月５日より第２グループ各クラブに、大塚事務局長（佐賀西RC）と御一緒に御挨拶まわ
りを始めました。第２グループはガバナー公式訪問が７月は佐賀南さんと佐賀西の２クラブある
ため、早いスタートが必要です。お蔭様で南クラブさんには７月５日、12日、19日と３週連続で
訪問することになり、ありがとうございました。南クラブさんは18：30からのイヴニング例会の
クラブで、第３週が親睦例会をされておられます。７月19日は公式訪問でしたが、﨑永ガバナー、
小林地区幹事、中嶋地区副幹事には懇親会までお付き合いを賜り、大変楽しいひと時を持つこと
が出来、南クラブのロータリアン各位も大変感激されておられました。南クラブは駒井ガバナー
エレクトの所属クラブであり、菰田会長、吉岡幹事はじめ品格ある中にも、活気溢れるクラブと
の印象を強く受けました。ますますのご発展を心より祈念申し上げます。
７月24日は東彼杵での会員拡大セミナーがありました。７月25日はホームクラブ佐賀西RCの公
式訪問例会でした。﨑永ガバナー、小林地区幹事、河村様（長崎北RC）御一行の御訪問をお受け
致しました。佐賀西RC、平野信一郎会長、山口敏之幹事、宮地大治会長エレクト、大塚浩司AG事
務局長とでご懇談をして頂きました。緊張の中にも和やかに、平野会長は創立58周年目の伝統あ
るクラブで、60周年に向け会員増強をしていきたいと述べられました。また、50周年の記念行事
事業で寄贈した佐賀西RCロゴ入りのバルーンなどについて話が盛り上がりました。その後例会に
て﨑永ガバナーの御高話を賜り、無事終了致しお見送りをすることが出来ました。皆様ご遠路誠
にありがとうございました。﨑永G様には猛暑が続く折柄ご自愛の程御願い申し上げます。
ガバナー補佐の拝命は、私の一つの人生の扉を開けることになりました。お陰様で第２グルー
プ５クラブ178名のロータリアン、他各セミナーで大勢の方々とお会いすることになりました事
は、望外の幸運と存じます。
「But I still believe it’s worth living.」これは竹内まりやさんの歌の最後の一節です。あといく
つくらい人生の扉があるのか判りませんが、生き続けることが大切なのではないでしょうか。そ
れが奉仕なのかも知れません。Rotary Serving Humanity ！﨑永丸の順風満帆の航海を祈念致
しまして、ペンを置く事にします。
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ガバナー公式訪問クラブ報告
鹿島ＲＣ

7月12日（火）

例年により、鹿島立ちという事でまっ先に、
﨑永ガバナー・小林地区幹事・諸石ガバナー補
佐他４名のお客様をお迎えしての公式訪問例会
となり、会員一同大変幸せに又光栄に存じまし
た。まず、祐徳稲荷神社に参拝して、この一年
ご健祥にて重責を全うされますよう、又、今期
が穏やかな年でありますようご一緒に祈願いた
しました。その後、懇談会にて活動計画の中よ
り①高校生対象の模擬面接について ②米軍兵
士ノールマン・E・ステフラー氏の慰霊碑につ
いて ご質問がありました。
①②の内容と経緯をご説明申し上げました。
（内容割愛）
次に、混乱を招きかねないこの度の規定審議
会の考え方について、ご説明ご指導を賜り、財
団100周年に当る本年寄付目標を定める事、更
に会員増強に力を入れる事等決心を新たにいた
しました。

長崎ＲＣ

7月14日（木）

平成28年７月14日（木）第２例会日に、﨑
永剛第2740地区ガバナーの公式訪問が森義彦
第９グループガバナー補佐、小林純一地区幹事
のご同伴をいただき行われた。
例会前に、﨑永ガバナー、森ガバナー補佐、
小林地区幹事と会長、会長エレクト、幹事、副
幹事を交えての当クラブの現況報告と活動計画
等に付いての懇談と意見交換が行われた。
例会場へのガバナー入場時は全員起立で拍手
でお迎えし、会員へのガバナーご一行の紹介の
後、﨑永ガバナー、森ガバナー補佐、小林地区
幹事へバナー贈呈を行いました。
﨑永剛第2740地区ガバナーの卓話は、「RI
テーマと地区方針」のタイトルで行われ、国際
ロータリー会長 ジョン・ジャーム氏のテーマ
「人類に奉仕するロータリー」を米国、シカゴ
行われた国際RC会議のビデオ放映で、続いて、
第2740地区の地区運営方針「地区に奉仕する

会長

住江

潤子

幹事

平川

直樹

例会では、ガバナーご夫妻がアメリカサン
ディエゴの国際協議会に出席された時のDVD
によって、RI会長のスピーチに感動された由の
お話しを中心にご指導を頂き、“人類に奉仕す
る ロ ー タ リ ー” と“ 地 域 に 奉 仕 す る ロ ー タ
リー”、４つのテストの下にロータリアンとし
ての誇りを改めて胸に刻みました。
バナー贈呈・記念撮影と滞りなく終了いたし
ました。
行き届かない事ばかりでしたが、ご来訪に心
からの感謝を申し上げます。

会長

進藤

和彦

幹事

藤本

伸

ロータリー」をパワーポイントを使用して説明
された。その中で、各クラブの社会奉仕活動に
は、今年度は財団創立100周年記念の冠名を付
けていただきたいし、職業奉仕は「四つのテス
ト」のもとに「誇り」をもって地区に貢献しよ
うと話された。
そして、会員増強、ロータリー財団年次寄
付、米山記念奨学会寄付等に付いての地区の具
体的な数値目標を示された。
最後に、会長からガバナー公式訪問のお礼を
述べた後、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
複写を贈呈した。
ガバナーの公式訪問
に感謝致しますと共に
今年度のご活躍を祈念
致します。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740
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ガバナー公式訪問クラブ報告
佐世保南ＲＣ

7月15日（金）

７月15日（金）﨑永 剛ガバナー、牛島義
亮ガバナー補佐、小林純一地区幹事をお迎えし
てガバナー公式訪問例会を開催しました。
例会に先立ち﨑永ガバナーと共に西沢会長、
小川会長エレクト、福田副会長、山口幹事との
懇談会を行い、活動計画書をもとにして、クラ
ブの概況、運営方針、目標などのお尋ねにお答
えながらご説明させていただきました。説明の
後、規定審議会やCLPなど大変興味
深いお話しを聞かせていただき終始
和やかに懇談を実施しました。
例会ではジョンＦ・ジャームRI会
長の「人類に奉仕するロータリー」
のDVD、地区方針「地区に奉仕す
るロータリー」、基本理念「４つの
テスト」のもとにロータリアンとし
て「誇り」を持って地区に貢献しよ
う、を﨑永ガバナーからご説明いた

唐津ＲＣ

7月19日（火）

７月19日（火）、﨑永 剛ガバナー、平野畯
策ガバナー補佐、小林純一地区幹事、中嶋久光
地区副幹事をお迎えして、ガバナー公式訪問例
会が開催されました。
例会に先立ち、会長・副会長・幹事との懇談
会にて「現況並びに活動報告書」を下に説明い
たしました。７月になり１名
の新会員を迎え、今後も会員
の増強に努力する旨をお話し
しました。また、本年度当ク
ラブ創立60周年を迎えるこ
とをお伝えし、記念式典への
出席をお願いしましたが、快
く承諾いただきました。﨑永
ガバナーからは、マイロータ
リーを利用し会長賞への応募
を依頼されました。
例会におきましては、ジョ
5

会長

西沢

雅幸

幹事

山口

嘉浩

だき、終了後はバナーの贈呈を行い全員と記念
撮影となりました。
１年間ガバナーのご指導の下に「地区に奉仕
するロータリー」を実践してまいります。最後
になりますが﨑永ガバナーをはじめ地区役員の
方々のご健勝とご活躍を心から祈念申し上げま
す。

会長

小林

哲

幹事

中村

晃二

ンFジ ャ ー ム 氏 の『 人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ
リー』のメッセージを中心にとした映像を拝見
した後、﨑永ガバナー地区運営方針『地区に奉
仕するロータリー』の説明があり有意義な時間
を過ごさせていただきました。
１年間、よろしくお願いいたします。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740

佐賀南ＲＣ

7月19日（火）

７月19日（火）、﨑永剛ガバナー、円田稔ガ
バナー補佐、小林純一地区幹事、中嶋久光地区
副幹事をお迎えして、ガナバー公式訪問例会を
開催いたしました。
会長、幹事、会長エレクトとの懇談会では、
クラブの現況や運営方針、継続して実施してい
る環境保全活動等について報告致しました。ま
た、当クラブでは初めてのガバナーを次
年度に輩出することになり、本年度はガ
バナーエレクト年度としてクラブを活性
化し会員増強に努め、予定される行事を
成功させるために会員一丸となって活発
に活動していくことをご報告し、﨑永ガ
バナー、小林地区幹事から的確なご助言
と暖かい言葉をいただきました。
その後の例会では、RI方針、地区方針
などスクリーンを使って、詳しくご説明
いただき大変有意義な時間となりました。

佐賀ＲＣ

7月21日（木）

平 成28年 ７ 月21日・ 晴 れ、 﨑 永 剛 ガ バ
ナーの佐賀クラブ公式訪問である。
ヒラの会員としてガバナー訪問に参会したこ
とはあるが、今回は会長としての立場である。
緊張したまま例会場であるニューオータニ佐賀
の玄関でお迎えである。
長﨑からの長旅にもかかわらず、﨑永ガバ
ナーはニコニコと笑顔で到着された。ま
た、同行の小林地区幹事も疲れも見せず、
穏やかなムードである。
例会までは懇談会であるが、ガバナー
や地区幹事の気さくで温かい人格に触れ
る懇親の場であった。同席した福岡幹事
や副島会長エレクトも最初は緊張した様
子であったが、次第に打ち解け、様々な
情報交換ができ、短いながらも非常に有
益な時間が持てた。
例会はガバナー歓迎一色で、いつにな

会長

菰田

秀三

幹事

吉岡

義治

当クラブでは第３週の例会は懇親例会になって
いますので、その後はお酒と歌で懇親を深めま
した。
最後に、ご訪問いただきました﨑永ガバナー
はじめ地区役員の皆様に厚く御礼申し上げます
とともに、ご健勝とご活躍をお祈り申しあげま
す。

会長

牟田

清敬

幹事

福岡

桂

く盛大なものとなった。ビデオを使った説明は
具体的でわかりやすいものであった。進行等に
不手際がなかったか、ちょっと心配であるが、
来た時と同じく笑顔でお帰りなるガバナーを見
て、ひと安心した次第である。﨑永ガバナー、
小林地区幹事、堤ガバナー補佐、本当にお疲れ
様でした。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740
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長崎孔子廟

孔子祭
3
孔子祭式次第
１．式の始まり
２．開始の太鼓
３．二番目の太鼓
４．三番目の太鼓
５．就位
６．開門
７．いけにえをささげる
８．お迎へ
９．拝礼
17．おそなえを下げる
10．おそなえ
18．お送り
11．お線香あげ
19．拝礼
12．献酒
20．おそなえのお送り
13．祝詞奉上
14．二回目の献酒 21．目で送る
15．三回目の献酒 22．復位
16．おさがり受け 23．閉門
24．おわり
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儒学の始祖、孔子の生誕（紀元前551年）を祝う祭り。
本廟では、毎年９月の最終の土曜日におこなっています。
中国山東省曲阜市の孔子本廟の協力、指導で祭礼を司る五十余人の
祭官の式服、祭具を古式にのっとって盛装し、古式豊かな祭礼が再現
されます。
当日の午後、廟の中庭に孔子の御霊を迎え、礼服を着けた行列が霊
を本殿に迎え入れ、祭りが進行します。
お祭りは、白絹を正面に、羊一頭・牛一頭・豚一頭を中心に左右に
山海の珍味を盛り上げて供えます。
祭りの中心は、正献官と呼ばれる人が「三跪九叩頭（さんききゅう
こうとう）」という拝礼を行うことにあります。
頭を深く三回さげて畏敬の念を表し、これを三度繰り返します。
式典の衣装や供え物など豪華絢爛（けんらん）な祭りで、大勢の人
がこれを見物に訪れます。祭りのあと、余興として中国獅子舞いや龍
踊りが行われます。

縁結びの神様

中秋節

月下老人

長崎中華街

平成28年９月10日（土）〜９月16日（金）

中秋節は中国の三大節句（他は春節、
端午節）の一つで、日本では『お月見』
として親しまれているお祭りです。月が
もっとも明るく、もっとも丸く、月の光
ももっとも美しい中秋の月を家族団らん
の象徴とみなして祝います。
長崎新地中華街に灯る1,000個の満月
灯籠は圧巻です。
湊公園では、ランタンフェスティバル
でお馴染みの縁結びの神様月下老人のオ
ブジェが飾られ、中華屋台・中秋スイー
ツの出店が並びます。

獅子舞
龍踊り

子ども龍踊り
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ガバナー公式訪問クラブ報告
諫早ＲＣ

7月22日（金）

７月22日(金) 﨑永剛ガバナー、千葉憲哉第
８グループガバナー補佐、小林純一地区幹事、
寺田治之地区副幹事をお迎えし、ガバナー公式
訪問が開催されました。例会前の懇談会では当
クラブの現況報告及び運営方針、活動計画等の
説明をさせて頂きました。その中で﨑永ガバ
ナーも海運関係であることから、諫早クラブが

雲仙ＲＣ

7月23日（土）

７月23日（土）﨑永剛ガバナー、石坂和彦
第７グループガバナー補佐、小林純一地区幹事
をお迎えしてのガバナー公式訪問例会を開催致
しました。
例会前の会長・会長エレクト・幹事との懇談
会ではクラブの概要について説明させて頂き、
昨年度の米山記念奨学会への個人平均寄
付額が2740地区でトップであったこと
や、取り組みの状況について非常に高い
評価を頂きました。
また、当クラブチャーターメンバー七
條達夫、旧270地区パストガバナーが長
崎北RCに在籍されていた事もあり、両
クラブのご縁の深さや歴史についても再
認識の機会を頂き、感慨深い懇談会とな
りました。
例会におきましては、﨑永ガバナーか
らRI会長ジョン・Ｆ・ジャーム氏のメッ
9

会長

栄田

元信

幹事

井手

大二

支援をしている海洋少年団についての言及があ
り、今後もさらに支援を強化する必要があると
思いました。例会の食事は諫早名物鰻丼をご賞
味いただきました。暑い日が続きますのでお身
体をご自愛の上、公式訪問が無事に終わります
ようにお祈りいたします。

会長

堀川

二雄

幹事

原田

徹

セージの紹介と、地区運営方針についてご説明
があり、大変有意義な時間を過ごさせて頂きま
した。心より御礼申し上げます。
﨑永ガバナー年度の地区役員諸兄のご活躍と
ご多幸を祈念申し上げ、公式訪問の報告とさせ
て頂きます。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740

佐賀西ＲＣ

7月25日（月）

７月25日に佐賀西ロータリー・クラブに﨑
永ガバナーの公式訪問をいただきました。当日
は﨑永ガバナー、小林地区幹事、河村様（長崎
北RC）においでいただき、﨑永ガバナーと小
林地区幹事のお人柄からでしょうか、緊張して
お迎えしましたが、お話しさせていただくうち
に打ち解けさせていただいて、最後は和気あい
あいの内に公式訪問を終えることが出来まし
た。ありがとうございました。
会長の方からは、当クラブが発足以来58年
目を迎え２年後の60周年の記念に向けて準備
に入ったことや、８年前の50周年の時は記念
としてロータリーマーク付きのバルーン１式を
購入し、そのバルーンを佐賀市に寄贈して、そ
の後に、そのバルーンを使って施設の子供たち
に係留飛行を体験してもらうなどの社会奉仕で
用いてきたことなどをご説明させていただきま
した。また、会員増強については昨年の２名純

島原ＲＣ

7月26日（火）

７月26日（火）、﨑永剛ガバナー・石坂和彦
ガバナー補佐・小林純一地区幹事をお迎えし
て、ガバナー公式訪問例会を開催致しました。
例会前の懇談会では、会長・幹事・会長エレク
トの３人を交えて現況と活動方針等について意
見交換を行いました。６月末で会員数23名と
なってしまった当クラブ
にとっては、何としても
会員増強に力を入れなけ
ればなりません。﨑永ガ
バナーにはその実情を充
分に御理解頂き、他クラ
ブの成功例等いろいろア
ドバイス下さいました。
例 会 で は ジ ョ ン・ Ｆ・
ジャーム会長のテーマ・
地区のテーマ等の説明の
他、会員増強についての

会長

平野信一郎

幹事

山口

俊之

増に引き続いて、今年は５名増を目標に頑張り
たい旨もお話しさせていただきました。なお、
﨑永ガバナーからご要請いただいたロータリー
財団と米山奨学会への寄付金についてはこれを
全うすることをお約束しました。
これからの１年間において、﨑永ガバナーの
方針である“地域への奉仕”のもとで、当クラ
ブもこれを追究していく所存です。よろしくご
指導ご鞭撻いただきますようお願い申し上げま
す。

会長

大場

堂志

幹事

前田

寛信

助言も頂き、会場中が「俺達がやるんだ。」と
いった雰囲気になりました。我々にとっては、
かなり高い目標ですが会員が一丸となって取り
組み、来年６月には嬉しい報告が出来るよう努
力致します。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740
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米山記念奨学生研修旅行報告
佐世保中央ＲＣ

田代

博之

７月９日（土）～７月10日（日）米山奨学生と雲仙に研修旅行に行ってきました。
■７月９日（土）
諫早駅裏に集合して、口之津・イルカウォッチング − 雲仙九州ホテルで雲仙ロータリーの例会に参
加 − 仁田峠にロープーウエイで上る予定でしたが、霧のため中止。− 地獄散策の後、満明寺でメンバーで
もある住職から法話を聞き座禅をする − 地元の人が行く温泉に全員で入る − ホテル東洋館にて宿泊。懇
親会盛上り２次会にまで全員行く。
■７月10日（日）
今日も霧のため仁田峠に登れず − 雲仙災害記念館 − 姫松屋・具雑煮定食 − 武家屋敷散策 − 島原城見
学 − 鯉の泳ぐ街・四明荘 − 堤防道路を通って諫早駅裏に帰る。
今回の旅行で留学生どうし非常に仲良くなりました、カウンセラーにも来ていただき、米山奨学生と深
い絆ができたのではないかと思います。懇親会の席では留学生とカウンセラーの自己紹介があり、まった
く時間が足りないくらい盛上りました。

RY033477

金

スルギ

まず、島原と雲仙は初めてだったので、今回の研修旅行をすごく期待しておりました。
約３ヶ月ぶりに奨学生の皆様や委員の方々と会えることも楽しみでした。
佐世保からの移動時間が結構長かったのですが、カウンセラーの大久保さんのおかげさまで諫早に着き、
時間内に皆様と会えてうれしかったです。
先に書いたとおり、島原と雲仙は初めてで、周りに何があるのか、有名なものは何かという事前知識がな
かったので、バスの中でずっと説明をしてくださった本田さんにすごく感謝してます。
年に数えるくらい奨学生や委員の方々と会えるので、なかなか話し合う機会も少なかったと思っていまし
た。でも、今回の研修旅行は一泊二日の日程で、さらに、部屋を一緒に共有したり、お食事を一緒にするこ
とでより絆が深くなったと思います。
世話になっている佐世保中央ロータリーの例会ではなく雲仙ロータリーの例会に参会したことも新しい感
じでした。短い時間でしたが、隣の福田さんがとても優しく声をかけて下さったり、いろいろ話をしてくだ
さってとても楽しい食事の時間になってました。
さらに、経験したことない座禅を体験が記憶に残ります。何もせずに目を閉じている10分の時間がすごく
長く感じられ、今までの自分、これからの自分を考える時間になりました。まだ未熟なところがたくさん
あって色んな方々にたくさん迷惑をかけている自分ですけど、この時間を大事にしながらも成長するために
頑張って生活をしていきたいと思いました。
雨で楽しんでいたロープウェイを乗れなかったのが残念でしたが、
お好きな城を見られたのは災いを転じて福となったの思います。個
人的に日本史や城など、いわゆる日本らしいものが好きなので、今
回島原城に行ったときもワクワクしました。鎧や年表、昔使ってた
刀や銃などを生で見ることができてすごく感動しました。
一泊二日の短い研修旅行でしたが、学ぶことがたくさんあって、
カウンセラーさんや委員の皆さん、奨学生の皆さんとゆっくり話せ
る時間だったのですごく楽しい旅行でした。二日間お疲れ様でした。
雲仙ロータリークラブで全員の記念写真
これからもお世話になります。
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表面：汎用パターン

2016年7月号
発行：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今月号の担当 Zone 1 RC

Zones 1 & 2 & 3
■ 新クラブ設立

■

・第2680地区（第３ゾーン）に西宮イブニングロータリークラブが３月７日に新クラ
ブとして結成されました。

Zone 1
Zone 2
Zone 3
合計

・第2830地区（第１ゾーン）に八戸中央西ロータリー衛星クラブが5月12日に会員
12名で結成されました。

クラブ数

会員数

832
653
793
2,278

28,680
28,129
32,963
89,772

■ クラブ合併

■ My Rotary 登録者（%）

2016年4月30日付で第2690地区（第３ゾーン）の岡山ロータリークラブと牛窓
ロータリークラブが合併しました。合併後は岡山ロータリークラブになります。事
務所及び連絡先、例会情報は岡山RC従来の内容で変更ありません。RI加盟承
認日も岡山RCの「1934年4月5日」を引き継ぎます。

Zone 1 4,105
Zone 2 4,665
Zone 3 3,570
世界の登録者(%)
289,734

■ グランド「BOX」への投稿のお願い
RPICは昨年１０月から①「奉仕プロジェクトを考えるヒントの提供」②「広報の
仕方」に関する情報提供機能を構築しています。本年度も引き続きクラブや地
区が実施た奉仕活動が新聞に掲載させましたら「BOX」への投稿をお願いしま
す。詳しくは地区またはRPICにお尋ねください。

14.3%
16.6%
10.8%
23.4%

■ BOX登録件数
Zone 1
Zone 2
Zone 3

41 件
21 件
79 件

■ 2016-17年度地域別会員増強計画の概要（１、２、３ゾーン）

５月末現在 合計 141件

今年度の会員増強計画の概要として、７項目が成果測定の指標とされました。
各地区、各クラブにおきましては目標達成のためご協力をお願いいたします。

2016年6月1日現在 のClub Centralの
データーです。

・全地区が会員増強（入会・参加促進）委員長を任命する。
・地域内の30％のクラブが、ロータリークラブ・セントラルで少なくとも10の目標を
設定し、達成状況を記録する。
・各地区で新しいロータリークラブを少なくとも1クラブ設立する。
・会員の男女比全地区を縮小するため、女性会員の比率を少なくとも2％増や
す。
・会員の年齢層を広げるため、40歳未満の会員比率を少なくとも2％増やす。
・会員維持率を少なくとも1％増やす。
・各クラブで会員の50％がMy ROTARYに登録するよう奨励し、My ROTARYの
登録者数を増やす。

八戸中央西ロータリー衛星
クラブの設立例会。5月19日
鈴木ガバナーに襟章をつけ
てもらう工藤議長。

今年度も第１、２、３ゾーンのロータリーコーディネーター(RC)とロータリー
公共イメージコーディネーター(RPIC)そして、それぞれのコーディネーター
補佐が輪番制で担当して「コーディネーターニュース」を発行いたします。
ロータリーの戦略計画には「クラブのサポートと強化」、「公共イメージと認
知度の向上」、「人道的奉仕の重点化と増加」の３つの優先項目があります。
それぞれをRC、RPIC、ロータリー財団地域コーディネーター (RRFC)が担
当しています。
コーディネーターの任期は３
年です。
私たちは1年目のRCとRPIC
です。どうぞよろしくお願いい
たします。

ゲイリー C.K. ホァン 元会長の言葉を借りますと「ロータリーにおいて奉仕
は目的ではありません。それは旅です。いかなる旅にも共通するように、地
図があれば旅はいっそう充実したものになります。 ロータリー奉仕にとって
の地図、それがRI戦略計画です」と述べておりますが、残念ながら日本で
は一部のクラブを除いては戦略計画の立案と実践は進捗していないのが
実情です。私たちコーディネーターは各地区の行事を通して、クラブに導
入をしていただくお手伝いをさせていただきます。(Zone 1 RC 酒井正人）
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740
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表面：汎用パターン
G OV E R NOR’ S MON T H LY L ET T E R

2016年8月号
発行：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今月号の担当 Zone 2 RC

Zones 1 & 2 & 3
■ 規定審議会

■

2016年の規定審議会ではロータリーの歴史上、革新的な内容が多く含まれて
います。各クラブの裁量が大きくなり、クラブ自体の責任の重さと選択肢が増え、
地区およびクラブのリーダーの方々は困惑されていると思います。
規定審議会に出られた日本の代議員の方は日本と世界の乖離があり、価値観、
宗教、言語も違い、一つのルールでまとめるのは困難と感じておられました。日
本と世界は流れが異なっており、日本が孤立しないよう、批判をするのではなく
世界に働きかける行動が必要であると思います。選択された立法案は高齢化し
ていくロータリーを止めるために、若い人の入会を促進するためにハードルを下
げた感があります。日本のロータリーはきちんと素晴らしい運営をしています。他
の国に示しをつける価値観を持ち続けてほしいと思います。いずれにしても各ク
ラブが主体です。各クラブの裁量権をもってルールを決めてください。

Zone １
Zone 2
Zone 3
合計

クラブ数
832
653
794
2,279

会員数
28,734
28,210
33,008
89,952

■ My ROTARY未登録者
Zone 1 23,755
82.89%
Zone 2 22,712
80.58%
Zone 3 28.793
87.26%
世界の未登録者は 71.59%
■ BOX登録件数
Zone 1
Zone 2
Zone 3

41件
15件
79件

6月末現在 合計 135件

■ 2016-17年度目標
ＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」です。全体の目標はまさしく戦略

2016年6月28日現在 のClub Central
のデーターです。

計画の3つの優先項目そのものであります。特にロータリー財団１００周年の年で
もあり、財団目標も盛り込まれています。
■ 戦略計画
地区にもクラブにも戦略計画は必要です。地区とクラブの戦略計画を整合し、
ダイナミックなクラブを築きましょう。戦略計画はクラブや地区が将来こうありたい
というビジョンを描き、それに添った目標と行動計画を立てることです。そのため
には、単年度を超えた長期的視点が必要です。My ROTARYに登録して、役立
つ情報からスキルと知識を高めてください。

ロータリーの戦略計画と目標

国際大会に出席したことがあるロータリアンは早期退会はしないというジ
ンクスがあるそうです。2016年ソウルの国際大会には日本から約7,000人の
登録を得て、ロータリー史上最高となる43,000人が150カ国以上から集まり
ました。（正式な最終登録者数は後日、RI本部より発表される予定です。）
会場の規模も、アトラクションも、それに応えるものでした。多くのブースが
あり、コーディネーターも地域リーダーのブースにてお手伝いをしました。３
月シカゴ郊外のエバンストンにあるロータリー本部で研修をしてきた世界中
のコーディネーター仲間と再会できました。日本からのガバナー、ガバナー
エレクトにも会場でお会いしましたが、残念ながらブースに立ち寄られた方
は少数でした。アトランタでも設営されると思いますので、次回はぜひお立
ち寄りください。（Zone2 RC 田中正規）
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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。

ロータリーについて
◎「ロータリーの本質とは−アンケート回答」 1969

7p

◎「ロータリーでいう職業奉仕」 神守源一郎

D.358

◎「ロータリーでいう職業奉仕」 神守源一郎

京都東 R.C.

1972

◎「ロータリーの綱領の変遷と『奉仕の理想』」 先名正四
◎「ロータリーの立場」 近藤正夫

1974

57P

1983
1989

18p
4p

3p

◎「大乱亥歳を顧みてロータリーを考える（フォーラム記録）」 佐藤千寿
◎「21 世紀のロータリー」 堀場雅夫
◎「世界のロータリー」 入江直祐
◎「デンバー大会の焦点

関西ロータリー研究会

1981

1996

関西ロータリー研究会

1996

31p

71p

8p

RI − RIBI 問題」 宮脇

冨

1966

1p



［上記申込先：ロータリー文庫］

ロータリー文庫

〒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

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2740
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写真／松尾順造・長崎文献社提供

【 三菱長崎造船所 占勝閣 】
第三ドックを見下ろす丘の上に建設されたのは明治 37 年（1904）。当時の所長、荘田平五郎の邸
宅として建てられたが、翌年、軍艦「千代田」艦長である東伏見宮親王が宿泊され、「風光景勝を
占める」という故事にちなみ、占勝閣と命名された。

編集後記
やっとこさっとこ、第三号！
歴代月信担当者のご苦労、本当にお疲れ様でした。ご苦労が、充分わかりました。
今回の月信を編集するにあたり、第一に考えたのは、見やすさ、読みやすさです。
原稿依頼をした皆様に文字数指定でご苦労をかけています。これには、理由があります。
幅広い年齢層の人に読みやすく対応できるよう、字が小さかった文庫本の活字も、新聞の
活字も大きくなっている傾向があります。
月信の見やすさ、読みやすさを求め、当月信も従来より活字を大きくそして、統一しよう
としています。
この為、当然紙面には限りがあり、文字数も限られてしまいます。
誠に申し訳ございませんが、幅広い年齢層の方のためにお許し下さい。
また、月信の表紙、裏表紙、中面には、貴重な長崎の写真を掲載いたしておりますので
長崎の歴史と文化を再認識して頂ければ幸いと存じます。
この一年間、お付き合い、ご協力をよろしくお願いいたします。・・・（和）
月信編集委員

編集長 ︱ 柴田義孝

国際ロータリー第 2740 地区
ガバナー事務所

2740

検索

編集委員 ︱ 岩永和之・堀

啓二

〒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

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。

