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『ロータリー：変化をもたらす』
～ROTARY : MAKING A DIFFERENCE～

RIテーマと会長メッセージ

　数年前、知り合った人からある質問をされました。
 「ロータリーとは何ですか？」シンプルであるはずのこの質問に答えようと口を開きかけたところ
で、思わず止まってしまいました。どこから説明してよいか分からなかったのです。ロータリーとは
何かを、私が知らなかったわけではありません。問題は、ロータリーがあまりに大きく、複雑すぎ
て、簡単に説明できないことでした。ロータリーとは、会員制の団体、クラブを基盤とした団体、奉
仕を行う団体であり、町ごと、地域ごと、そして全世界で活動する団体です。その会員は、地域社
会のメンバー、事業人、職業人であり、現役で仕事をする人もいれば、定年退職した人もいます。そ
して、世界のほぼすべての国で活動しています。120万人の会員一人ひとりが、独自の目標と優先
を掲げ、一味違った経験をしています。一人ひとりが、ロータリーを独自の解釈で理解しているの
です。

　私にとってロータリーとは、「どのような団体か」ではなく、「何をしているか」で定義されます。
すなわち、ロータリーが私たちに与えてくれる可能性、そして、その可能性を有意義かつ持続可能
な奉仕によって実現する方法によって、定義されるのです。ロータリーには、112年の豊かな歴史
があります。この間にロータリーは、徐々に成長し、成熟し、会員と地域社会の変わりゆくニーズに
対応しながら、ある意味で大きく変わりました。
　しかし、その根底にあるものは同じです。それは、地域社会と世界に変化を生みだしたいという
願い、そして、ロータリーを通じてそれを実現できるようになった人が集まった組織だということで
す。「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは行動をもって答えます。奉仕を通じて変化
をもたらすことによって。

　組織として、私たちは、ロータリーとは何か、何をするのかを世界に理解してもらうことが、いか
に重要であるかを認識しています。同時に、各クラブがロータリー奉仕を独自に定義することが、
かつてないほど重要であると自覚しています。ロータリアンである私たちは、これまでよりも柔軟
に、クラブの例会、活動、発展の方法を決定でき、また、もっと多くの女性や多様な会員を迎え入
れて、地域社会の特色をクラブに映し出すことに力を注いでいます。長期の計画、持続可能な奉
仕、全レベルでのリーダーシップの継続性を重視することで、ロータリーが世界有数のボランティ
ア組織であり続けるよう努力しています。

　2017-18年度、「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは「ロータリー：変化をもたら
す」というテーマで答えます。それぞれどのような方法で奉仕することを選んだとしても、その理由
は、奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたらせると信じているからです。新しい遊び場や学校
をつくる、医療や衛生設備を改善する、紛争仲裁者や助産師を研修するなど、私たちはその活動
が、人数が多かろうが少なかろうが、誰かの人生をより良くしているのだと知っています。ロータ
リー入会のきっかけが何であれ、私たちがロータリーにとどまり続けるのは、ロータリーで充実感
を得ることができるからです。この充実感は、毎週、毎年、「変化をもたらす」ロータリーの一員で
あることから湧き出てくるものなのです。

2017-18年度国際ロータリー会長
イアン H.S. ライズリー
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2017-18年度会長

イアン・ライズリー
Sandringhamロータリークラブ所属
オーストラリア（ビクトリア州）

　公認会計士。1976年に自身が設立したIan Riseley & Co.の社長。同社設立以前は、大手会
計事務所や企業の監査および経営コンサルティング部門に勤務。

　私立・公立学校の理事、サンドリンガム市諮問グループのメンバー、Beaumaris Sea Scouts 
Groupの会長、Langi-Taanスキークラブの会長などを務めた経験があり、現在は多くの慈善団
体で名誉監査人やアドバイザーを務めている。

　東チモールでの活動を称えられてオーストラリア政府より「AusAID Peacebuilder Award」を
受賞。オーストラリアの地域社会への貢献が認められてオーストラリア勲章を受勲。また、ロータ
リー財団からは「ポリオのない世界のための奉仕賞」の地域賞を受賞。

　1978年にロータリークラブ入会。RI財務長、理事、数々のRIおよび財団委員会の委員長と委員
などを歴任。

　パストガバナーであるジュリエット夫人とともに、メジャードナーおよびロータリー財団遺贈友の
会会員。お二人のお子さんと４人のお孫さんがおり、ムアルーダックにある自宅の７ヘクタールの
敷地では、持続可能で有機的な生活哲学を実践している。

RI 会長プロフィール
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国際ロータリー第2740地区
2017-2018年度　ガバナー

駒井　英基
生年月日　　  1955年７月２日
勤務先住所 　佐賀市多布施4丁目1-18
学　歴　　　 1974年　福岡県立修猷館高等学校卒
　　　　　　 1980年　九州歯科大学卒業
　　　　　　 1984年　九州歯科大学大学院卒業（歯学博士）

■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　チャーター会員
1990～91年　　クラブ幹事
1995～00年　  クラブ社会奉仕環境保全委員長
2001～02年　　地区職業奉仕委員
2003～05年　　地区職業奉仕委員長
2007～08年　　地区クラブ奉仕統括委員
2008～09年　　クラブ会長
2009～12年　　地区クラブ奉仕統括委員長
2012～15年　　地区職業奉仕委員長　
2015～16年　　ポールハリスソサエティ地区コーディネーター
2016～17年　　地区ガバナーエレクト
2016年12月　　名古屋でのロータリー研究会発表 （地区を巻き込んでの環境保全について）

ポリオプラス
ポールハリス・フェロー
ベネファクター
マルチプル・ポールハリス・フェロー
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
佐賀県学校歯科医高等部会長
佐賀県警本部嘱託歯科医師
九州歯科大学同窓会本部副会長

ガバナープロフィール
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『地域社会にも変革を！』
職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、次の項目に努力して取り組んで
みよう。
・クラブセントラルにクラブの活動を登録しよう。
・人道的奉仕にもう一度目を向けよう。
・ロータリーの公共イメージと認知度の向上を目指そう。

◯ 会員増強の目標　　　　　　　　　　　　
会員50人未満のクラブ　　純増１名
会員50人以上のクラブ　　純増２名

◯ ロータリー財団への年次寄付目標　　　一人平均150ドル/年間

◯ 米山記念奨学会への寄付目標　　　　一人平均16,000円/年間

地区運営方針
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地域社会に認知されるロータリーを目指して
　今年度第2740地区ガバナーを拝命しました佐賀南ロータリークラブ所属の駒井英基と申しま
す。どうぞこの一年の御協力よろしくお願いいたします。前任の﨑永剛ガバナーと長崎北ロータ
リークラブの皆様方大変お疲れ様でした。大変な変革期に無事地区運営をお努めになられまし
たことに、心より敬意を表させていただきます。　
　さて国際ロータリーは毎年世界統一の活動テーマを掲げて、世界540以上の地区が一斉に活
動する組織です。今年度のＲＩのテーマは、「ロータリー変化をもたらす」です。昨年度のごとく「人
類に奉仕するロータリー」よりは抽象的なテーマとなりますが、世界情勢は毎年驚くような勢いで
動いております。それら社会情勢に当然ロータリーも対応していかなくてはならないと思います。そ
こで今年度の地区テーマも「地域社会にも変革を！」といたしております。
　私たちの地区もそれを構成する各クラブの存在する地域社会に根差しており、地域社会ニーズ
にあった奉仕活動を努めていかなくてはなりません。それは会員の方 1々人ずつの職業を通した地
域への奉仕であり、クラブ単位や地区単位での社会奉仕であり、国際奉仕であり、青少年奉仕で
あるはずです。社会の変革は私たちの地方にも及んでいるのですから、必然的にそれらの動きに
合わせて変化していかなくてはならないと私も考えております。ロータリー活動も皆様方の日々の
活動に支えられているのですが、人道的な奉仕活動はいつの時代も普遍的価値を持ちます。
　昨年の規定審議委員会での規約改定により、ロータリーとしての中核的価値観や方向性には
変更は有りませんでしたが、組織規程の幅が広がり、柔軟性もあります。しかし、変化に対応する
には、地区としてのサポートも必要でしょうし、会員の増強も避けて通れない問題です。また今の
時代では、ロータリー活動の地域社会への認知度の向上も大切です。今までは陰徳も美徳とでき
た時代であったかもしれません。今はマスコミ対策も必要で市民県民のみなさんにロータリー活
動を知っていただき、活動に対する認知度の向上も避けて通れない時代となってきておりますの
で、今年度からクラブ奉仕統括委員会の下にクラブ管理運営委員会とＩＴ公共イメージ向上委員
会を新設いたしまして、それらの問題に対処していきたいと考えております。地区ＨＰも今まではど
ちらかというと内向きな内容でしたが、今年から市民県民向けのページも新設いたしまして、ロー
タリー活動を紹介する努力をしてまいりたいと願っております。
　幸にも地区委員会委員長様方には、それぞれの分野のベテランの方に就任していただけまし
たし、ガバナー事務所スタッフもベテランぞろいです。特に事務所スタッフを束ねる地区幹事さん
には、私より財団を含めロータリーに精通している笠慶宣さんにお勤めいただきましたので心強
い限りです。どうぞ１年間、皆様方にご心配をおかけしないように健康に留意して取り組む所存で
す。よろしくお願いいたします。

駒井英基ガバナー挨拶
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　この度、2017～2018年度第２グループの
ガバナー補佐を任命されました、佐賀北ロー
タリークラブの山口誠二です。1995年に入会
して24年目になります。当クラブパストガバ
ナー福元先生がクラブ会長時にクラブ幹事を、
2009年～2010年度福元ガバナーの時に、ク
ラブ会長をさせていただきました。入会したて
の時は、自分の父と同年代の先輩さんたちが多
くおられ、各会員の皆様を知ることに苦労して
いました。その中でも当クラブの立石君の亡き
お父様は入会したての私たちに声掛けをよく頂
きました。癌の病気で御亡くなりましたが、ま
さにロータリアンの鏡でした。車イスバスケッ
トの支援も毎年され、自衛隊さんを引き込み
障害者の子供たちを佐賀の天山登山に連れて
いかれました。それも事前予行練習を自衛隊の
方 と々一緒にして準備周到でした。ロータリア
ンの鏡でした。また亡くなる前年度に分区代理
（現ガバナー補佐）をされ、その時に分区代理
の事務局として当クラブの吉田君と第２グルー
プの訪問時にセクレタリーとして各クラブさん
を訪問しました。そこで各ロータリークラブの
皆様がいろんな奉仕をされていることを知り、
なんとなくロータリー活動を勉強させていただ
いたことが懐かしく思い出されます。
　今回は故立石先輩の御子息と吉田君に事務
局をお願いし、第２グループのお世話係をさせ
ていただきます。
　ガバナー補佐を当クラブでされた先輩たち
は人格・人望が厚い先輩たちでした。このよう
な大役をと思いましたがそこはロータリー精
神、ハイと快く引き受け、今回も楽しく各クラ
ブさんとガバナーの伝達役として奉仕してい
きます。また、このお役目を楽しみながら、さ
せていただきます。今年度宜しくお願い申し上
げます。

　この度2017～2018年度、第１グループのガバ
ナー補佐を任命されました、小城ロータリーク
ラブの八頭司博（Hiroshi　Yatoji）と申します。
　先の２月26日第１グループ　ガバナー補佐
の委嘱状を拝受賜り、入会時の心境に一段と
躍動のかぎりです。
　ロータリー歴も早いもので、入会が1979
（昭和54年）。はや38年の歳月が過ぎ去り、
改めて「私のロータリーとはなんだったろうか」
今更のように日々、思考に走り不安も高まるば
かりです。
　38年の皆勤を顧みる時、ロータリーの存在
感、ロータリーの魅力は、ロータリアンの「友
情」と「職業奉仕」を見つめなおしたい、その
心境は躍動の限りです。
　ロータリーは75歳からが、本当の自分を高
める人生道場と良く耳にします。私も、これを
機にサービス的倫理性を高めて行きたいと決
意を新たにしているところでもあります。
　その心は、ロータリーの魅力「ロータリーの
心と原点」に立ち、改めて再確認する最良の機
と心を新たにしている処です。
　今年度のRIテーマ「変化をもたらす」。イア
ン・ライズリー会長は『ロータリー入会のきっ
かけが何であれ、私たちがロータリーにとどま
り続けるのは、ロータリーで充実感を得る事が
出来るからです。この実感は、「変化をもたら
す」ロータリーの一員であることから湧き出てく
るものです。』と言われております。
　また、駒井英基2740地区ガバナーは「地域
社会にも変革を！」を地区運営方針として挙げ
られております。
　駒井ガバナーを盛り上げ目的達成すべく頑
張りましょう。
　私も「４つのテスト」を、行動の指針として自
分なりに求めて参ります。重責に向かって、いよ
いよ不安一杯のスタートを切りました。
　ロータリアン総力で、人生道場ロ―タリーを
楽しみましょう。
　一年間精一杯努めて参ります。諸先輩の方々
のご助言、御指導よろしくお願い致します。

以上

第２グループ　ガバナー補佐

山口　誠二
（佐賀北ＲＣ）
【ロータリー歴】
1995年３月８日　  入会 
2005～2006年度　クラブ幹事
2009～2010年度　クラブ会長

第１グループ　ガバナー補佐

八頭司　博
（小城ＲＣ）
【ロータリー歴】
1979年　　　　　  入会 
1994年３月　　　  ポール・ハリス・
　　　　　　 　　   フェロー 
1995～1996年度　クラブ幹事 
1997～1998年度　クラブ会長 
2014年　　　　　  35年出席表彰

ガバナー補佐挨拶
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　この度2017～2018年度第４グループ縁が
あってガバナー補佐を拝命致しました。伊万里
クラブの皆様の熱心なお勧めにより（少し強硬
でしたが）お引き受けした次第です。我々のグ
ループは、唐津、唐津東、唐津西、唐津中央、
伊万里、伊万里西の６クラブ担当です。
　私もロータリー歴だけは28年になります。千
種会の小堀賢一先生が、ロータリーは『自己を
磨く、人生の道場』と言われました事、今でも
心に残っております。
　私達が求めるべき理念・哲学があります。そ
して、ロータリーの哲学と人生の哲学は軌を同
じくしていると考えます。
　さて、今年度のRIのテーマ「ロータリー：変化
をもたらす」
　地区：運営方針『地域社会にも変革を！』
職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、次の
項目に努力して取り組んでみよう。
・クラブセントラルにクラブの活動を登録し
よう
・人道的奉仕にもう一度目を向けよう
・ロータリーの公共イメージと認知度の向上
を目指そう

１.会員増強の目標　会員50人未満のクラブ　純増１名
　　　　　　　　　会員50人以上のクラブ　純増２名
２.ロータリー財団への年次寄付目標
　一人平均　150ドル／年間
３.米山記念奨学会への寄付目標
　一人平均　16,000円／年間
　以上の３項目を上げられております。
　ガバナー補佐として、この趣旨を十二分理解
して第４グループの各クラブが目標達成するよ
う連携を密にし、情報交換及び親睦を図りな
がら、ガバナー補佐の責務を、微力ながら担っ
ていきたいと思います。
　最後に第４グループの皆様方には、何かと世
話をお掛けする事になりますが、ご支援・ご協
力の程、宜しくお願い致します。

　この度、2017～2018年度、駒井英基ガバ
ナーより、第３グループのガバナー補佐として
委嘱状を仰せつかりました、鹿島ロータリーク
ラブの花島光喜で御座います。
　今回、鹿島クラブ内で、ガバナー補佐を選出
するに当り、大先輩で45年皆勤でロータリー
の神様と言われる、大坪稔君にガバナー補佐
を、再々お願いして頂きましたが、最終的に私
に白羽の矢が向けられ、浅学菲才の身でありな
がら、お引き受けし、会員の皆様のご協力をお
願い致しました。
　鹿島ロータリークラブに入会して、32年にな
りますが、国際ロータリー100周年の記念すべ
き2004～2005年度に会長をさせて頂いてか
ら何となく過ごして参りましたが、一年間、第３
グループの為、 頑張って、勤めますので宜しく
お願い致します。
　早速、ガバナー補佐研修会、地区チーム研
修セミナー、会長エレクト・次期幹事研修セ
ミナーを受講し、ガバナー補佐の所信表明等
があり、徐々に教育して頂き、感謝致しており
ます。
　＊RIテーマ『ロータリー：変化をもたらす』
　＊地区運営方針『地域社会にも変革を！』
　他、会員増強・ロータリー財団、米山の寄附
目標は例年同様です。
　これから駒井英基ガバナーを援助する事に
よって、担当するクラブの効果的な運営をサ
ポートする事がガバナー補佐の、役割と責務と
なっています。
　しかし、私は、ロータリーは出席する事が
第一だと思っております。出席する事によって
ロータリーの目指す所の目標はほとんど理解
できると思い私は32年間、皆勤しております。
やはりロータリーは仕事を通じ、例会に出席し
て、楽しく、ロータリアン仲間との親睦が、基本
だと思います。
　一年間、皆様のご協力、宜しくお願い申し上
げます。

第４グループ　ガバナー補佐

白川　十郎
（伊万里ＲＣ）
【ロータリー歴】
1987年12月23日　入会
1996～1997年度　クラブ幹事
2004～2005年度　クラブ会長
2014-15年度～2016-17年度

インターアクト地区委員
マルチプル・ポール・ハリス・
フェロー（３回目）
ベネファクター
米山奨学寄付 （マルチプル） 15回目

第３グループ　ガバナー補佐

花島　光喜
（鹿島ＲＣ）
【ロータリー歴】
1984年12月４日　 入会
1992～1993年度　クラブ幹事
2004～2005年度　クラブ会長
2012～2016年度　米山記念奨学地区委員（４年） 
1987年８月　　　  ポール・ハリス・フェロー
2004年８月　　　  ベネファクター
2012年６月　　　  マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
2012年７月～　　　米山功労者（第５回）マルチプル

ガバナー補佐挨拶
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　若輩の私が昨年ガバナー補佐への推薦を受
けた時には本当に驚きました。過去補佐に輩出
された先輩の鞄持ちを経験しご苦労されたお
姿は今でも目に焼き付いていますので、その責
任の重さは重々承知しているつもりです。自ク
ラブにおける三回の幹事と会長職の経験を買
われての推薦だったとは思います。そしてロー
タリアンを続ける以上いつかは責任のある役
職も覚悟しなければならないのでしょうが流石
にこのスピードで回って来るとは全く予期して
いませんでした。案の定2/26に行われた第一
回目のG補佐研修会でお会いした私以外の９
名の補佐の皆さんは立派な方ばかりで、多分
50歳代は一人だけであろう私としては大変な
アウェー感を感じた次第です。
　しかし引き受けた以上泣き言を言っても始ま
りません。幸い二回目の補佐を買って出られた
第５グループの岩崎様をはじめ数名の補佐の方
とは面識がありましたし、第６グループ各クラ
ブには合計４年間に渡り参加させて頂いた会
長幹事会での40名近い戦友がいらっしゃいま
す。ここは恥も外聞も捨てて皆様からのご指導
を希い、何とか大役を全う出来ますよう努力す
る所存です。
　さて次年度のテーマ「ロータリー:変化をもた
らす」ですが「：」の部分の解釈で様々な意味に
取れるようです。現在日本では人口減少を筆頭
に問題は山積しており、その中において国家も
含むありとあらゆる団体や個人も変化を余儀な
くされます。もちろんロータリーも社会の変化
に翻弄されている感を否めないのが現状です。
しかし原点に返ると、営利目的ではないロータ
リーなのですから自分の仕事で社会に貢献し、
仲間との親睦を大切にし、奉仕を出来る人を育
てる事さえ行えれば、規模や人数に必要以上に
拘るのは無意味であり、社会の規範として世間
の皆様に思って頂けるそのプライドこそがロー
タリアンとしての最大の恩恵であることを再確
認するためのとても素晴らしいテーマだと思い
ます。
　次年度から駒井号の漕ぎ手の一人として微
力ながら頑張りたいと思います。皆様のご協力
を心よりお願い申し上げます。

　このたび、2017～2018年度第５グループガ
バナー補佐を拝命いたしました佐世保西ＲＣ
の岩崎邦臣と申します。
　私は、ロータリーが大好きなこともあり、当
クラブの会長、幹事、理事の方々にお願いして
第５グループガバナー補佐をさせていただく運
びとなりました。
　私の担当する第５グループは、佐世保RC，平
戸RC，北松浦RC，松浦RC,佐世保西RCの５
クラブで構成されています。
　本年度RI会長イアン・ライズリー氏の方針で
ある「ロータリー：変化をもたらす」第2740地区
運営方針の「地域社会に変革を」を第５グルー
プの各クラブに伝達し、実行していただく事がガ
バナー補佐の仕事であると考えております。
　今迄、RIの方針は、上意下達に思えてなりま
せんでしたが、駒井ガバナーは、上意下達では
なく、それぞれのクラブ独自にクラブ主体で決
定する事が出来ると申されました。これから、
クラブの運営がスムーズになるのではないかと
思います。
　今後、ガバナー補佐としての職務を全うする
ように努力しながら各クラブに訪問することを
楽しみにしております。
　私は、1978年３月に佐世保西RCに入会後
38年間在籍させていただいておりますが今に
なって、もっと色々なロータリーの役割を経験
しておけば良かったなと思っております。それ
は、色々な役割の経験がロータリーの良さを理
解する機会となり、また、色々な役割をこなす
ことでロータリーの仲間が増え、親密さも出て
くると思われるからです。そんな浅学菲才な私
ではありますが2017年７月から2018年６月迄
第５グループのガバナー補佐として一生懸命務
めて参りたいと思っております。
　最後になりましたが、第５グループの皆様方に
は、何かとお世話をお掛けすることと思います
が、ご指導ご協力のほど宜しくお願い致します。

第６グループ　ガバナー補佐

前田　和隆
（佐世保東ＲＣ）
【ロータリー歴】
1999年　　　　　  入会
2004～2005年度　クラブ幹事
2007～2008年度　クラブ幹事
2009～2010年度　クラブ会長
2013～2014年度　クラブ幹事
2016年　　　　　  ポール・ハリス・フェロー

第５グループ　ガバナー補佐

岩崎　邦臣
（佐世保西ＲＣ）
【ロータリー歴】
1978年3月　　　　入会
1984～1985年度　クラブ幹事
1996～1997年度　クラブ会長
2007～2008年度　第５グループガバナー補佐
2015～2016年度　クラブ会長
　　　　　　　　　マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（７回）
　　　　　　　　　べネファクター
　　　　　　　　　メモリアルコントリビューション
　　　　　　　　　メジャードナー（11回）

ガバナー補佐挨拶
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　この度、2017－18年度　第８グループガバ
ナー補佐を拝命いたしました、諫早西ロータ
リークラブの小野秀喜と申します。
　私はロータリー歴こそ32年になりますが、こ
の間、ロータリーの知識も深く吸収することな
く不真面目に過ごして参りました。よって、ガバ
ナー補佐の研修会や事前セミナーを経るにつ
れ、責任の重さを知り、自分の勉強不足を痛感
致しております。しかしながら、お引き受けした
以上は第８グループの皆様を始め、多くのロー
タリアンと知り合える絶好の機会とすると同時
に、自らの自己研鑽の年として捉え、補佐の仕
事に取り組んでまいりたいと思います。
　駒井英基ガバナーは、地区運営方針のテー
マを『地域社会にも変革を！』と掲げられ、又、
本年度の会員増強、ロータリー財団、米山記念
奨学会への寄付目標等を明示されました。こ
の、駒井ガバナーの思いを達成すべく、メッセ
ンジャーとして第８グループの皆様に伝達し、
理解を頂くのが、ガバナー補佐の使命だと思っ
ております。私が担当させていただく第８グ
ループの、諫早、諫早北、諫早多良見、諫早南、
諫早西のクラブの皆様、ご支援とご協力を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
　尚、今年度の第７・８グループのＩＭは、
2018年３月３日の開催予定としております。よ
り有意義な充実したＩＭになりますよう、会員
の力を総結集して臨みたいと思っておりますの
で多くの皆様のご出席を心からお願い申し上
げます。
　第８グループの皆様方には、何かと、お世話
をお掛けするかと思いますが、ロータリアンの
「寛容」の精神で、ご容赦いただき、今年一年、
お力添えを宜しくお願い申し上げます。

　この度、２月26日に佐賀市マリトピアで開催
されました、次年度ガバナー補佐研修会に於
いて、駒井ガバナーエレクトから第７グループ
のガバナー補佐の委嘱状を受取りました。
　その後に、ガバナー補佐の役割と責務等の
講習をお聞きして、身が引き締まる思いでした
が、又、同時に不安と戸惑いもありました。とい
うのも、ロータリーに入会して、35年と年数は
長く、その間二つのクラブにも在籍してきまし
たが、ロータリーに対する姿勢は、常に真 に
向き合ってきたというよりも、ただただ漫然と
過ごしてまいりましたので…。
　この一年間、駒井ガバナーの補佐が無事遂
行できるように、現ガバナー補佐や次期ガバ
ナー補佐と連絡を取り合い、又相談や指導を
受けながら、懸念であります、健康に留意しな
がら、各クラブを訪問したいと思っております。
その中で、駒井ガバナーの指針を理解し、実践
して頂ける様に旨く伝え、各クラブの特徴や事
情を反映した年間計画書等の良さをガバナー
に伝え理解して頂き、各クラブとガバナーの意
志の疎通がうまく行く様にできるのが自分の
役目と思い、行動してまいりたいと思っており
ます。と申しましても、前ガバナー補佐の人達
の様に優れた人格とロータリー感も持ち合わ
せておりませんので、自分のスタイルで、ロー
タリアンの方 と々接していければと思っており
ます。
　最後に私達第７グループは、大村市と島原半
島から構成されておりまして、車で１時間から
それ以上と離れた所にあります。私は、島原南
クラブに所属しておりまして、近隣の島原クラ
ブ、雲仙クラブの方々しか、あまり存じておりま
せん。これを機会に多くのロータリーの方 と々
お会いして、そのクラブの良さや、土地の良さを
知ることが出来るのではと楽しみにクラブ訪問
をさせて頂きたいと思っております。
　この一年間、宜しくお願い致します。

第８グループ　ガバナー補佐

小野　秀喜
（諌早西ＲＣ）
【ロータリー歴】
1985年５月　諌早西ロータリークラブ入会
1992～1993年度　クラブ幹事 
2001～2002年度　クラブ会長
　　　　　　　　　 ポール・ハリス・フェロー
　　　　　　　　　 米山功労者

第７グループ　ガバナー補佐

吉田　秀隆
（島原南ＲＣ）
【ロータリー歴】
1980年度　島原ロータリークラブ入会 
1987年度　島原南ロータリークラブ入会
　　　　　  （チャーターメンバー）
1998～1999年度　クラブ会長
2006～2007年度　クラブ会長
1994年　ポール・ハリス・フェロー

ガバナー補佐挨拶
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　このたび第10グループガバナー補佐を拝命
いたしました、長崎みなとロータリークラブ山
口善生と申します。私の所属する長崎みなと
RCは、1980年に東長崎RCとして創立、東長
崎地区を中心に活動して参りましたが、2012
年長崎みなとRCとしてクラブ名称を変更し、現
会場において例会を続けています。
　現会員27名の少数クラブでありますが、全
員の後押しもあり、今回の大役をお引き受けし
た次第であります。
　さて、新年度がスタート致しました。H.S.ラ
イズリーRI会長が挙げられましたテーマ「ロー
タリー：変化をもたらす」又、駒井ガバナーの地
区運営方針「地域社会にも変革を！」にもとづ
き、変化著しい現代社会の中にあって、ロータ
リークラブとしてできる奉仕は何か、又変革で
きるものは何であるかを考えてまいります。
　各クラブでは、会員増強、退会防止など、
色々な課題に取り組まれ、又地域活動を通
して多くの貢献を行っておられます。今年度、
ロータリークラブの「四つのテスト」の実現実
行に努め、RIテーマと地区方針推進のため、各
クラブでの現状等を伺い、クラブ運営の目標、
計画が実現されますよう、微力では有りますが
会長、幹事の手助けとなれますよう、ガバナー
補佐としての務めを果たしたいと思います。
　第10グループ６クラブの皆様には、ご指導ご
協力をいただき、駒井ガバナーをはじめとして
多くのロータリアンの輪が広がりますよう努力
してまいります。宜しくお願い致します。

　2017－2018年度、第９グループガバナー補
佐を拝命いたしました長崎ロータリークラブの
中村重敏でございます。
　平成６年（1994年）に入会以来、23年にな
ります。先輩諸氏から、ロータリーは参加する
ことに意義があり、ロータリーでの役目や義務
については断ることがあってはならないと、教
えられてまいりました。クラブ会長を拝命した
のが平成22年（2010年）であり、3.11当時で
した。その時色々学び、また援助した事は、良
い経験でした。毎年岩手に参り復興の様子を
見ています。入会以来、国際奉仕や交換留学
生のお世話が多かったのでこの震災で受け入
れられなかった関東地区へのアメリカからの
留学生を受け入れた事があります。その時のい
ろんな苦労から、今回の機会にロータリーが何
が出来るか、駒井ガバナーの元、せっかくの機
会を頂きましたので70代の区切りとして、GO　
FOR　BRAKE！ 当たって砕けろの気持ちで
お引き受けした次第です。
　ただ皆様に地区の方針をお伝え、理解して
頂けるよう、改めてロータリーのことを勉強し
て参りますので第９グループの皆様と素晴らし
い関係ができますよう願い、微力ではあります
が御支援、御協力賜りますよう、この１年間、よ
ろしくお願い申し上げます。

第10グループ　ガバナー補佐

山口　善生
（長崎みなとＲＣ）
【ロータリー歴】
2007～2008年度　クラブ幹事
2009～2010年度　クラブ会長
2012～2013年度　クラブ幹事

第９グループ　ガバナー補佐

中村　重敏
（長崎ＲＣ）
【ロータリー歴】
2004～2005年度　クラブ幹事
2010～2011年度　クラブ会長

ガバナー補佐挨拶
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2017-2018年度ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
国際ロータリー第2740地区
ガバナーエレクト　福田金治

開設日時　　2017年７月１日
執務時間　　午前９時～午後５時（土･日･祝日は休み）
　　　　　 （７月～８月は不定期、９月１日以降は常勤）
所 在 地　　〒857-0055　佐世保市湊

みなと

町
まち

2-8石井ビル
　　　　　　TEL 0956-37-2470　FAX 0956-37-2471
　　　　　　E-mail：ri2740sasebo@eagle.ocn.ne.jp
事務局員　　豊村みどり

　「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。

ロータリー情報
◎「もっと世界を見つめ直ほそう」　　千　玄室　〔2016〕　６p（D.2640地区大会記録誌）
◎「まとめと提言」　　黒田正宏　2017　３p　（ロータリーの職業奉仕の歩みと今後への提案） 
◎「私の信奉するロータリー」　　松宮　剛　2017　10p
◎「ロータリーはどこに行く？～日本のロータリー100周年に向けて」
　本田博己　2017　10p（D.2760地区大会記録誌）
◎「ロータリーを解り難くしているもの」　　大重勝弘　2017　１p（D.2730月信）
◎「職業奉仕・Vocational Service」　　2017　２p（D.2730月信）  
◎「2016年規定審議会における職業奉仕の変更点」　　2017　２p（D.2650月信）
◎「規定審議会決定に対する日本ロータリーの統一的見解について」
　富田英壽　2017　４p（D.2700月信）
◎「ロータリー考『例会の頻度』」　　岡部一輝　2017　２p（D.2610月信）
◎「ロータリーの新しいゾーン構成が決まる」　　2017　２p（D.2650月信）

〔上記申込先：ロータリー文庫〕

文　庫　通　信（357号）

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
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ガバナー公式訪問  クラブ協議会日程表

※…夜開催
グ
ル
ー
プ

クラブ名 クラブ協議会
公　式　訪　問

訪問日 例　会　場

第
１
グ
ル
ー
プ

佐　　　　　賀 ７月13日㈭ ７月20日㈭ ホテルニューオータニ佐賀
小　　　　　城 ８月９日㈬ ８月23日㈬ ゆめぷらっと小城３F
牛　　　　　津 ８月４日㈮ ８月18日㈮ セリオ内
多　　　　　久 ９月７日㈭ ９月14日㈭ あいぱれっと内
佐　賀　大　和 ９月19日㈫ 10月13日㈫ ホテル龍登園

第
２
グ
ル
ー
プ

佐　　賀　　西 ７月10日㈪ ７月24日㈪ マリトピア
佐　　賀　　北 ８月２日㈬ ８月９日㈬ グランデはがくれ
佐　　賀　　南 10月10日㈫※ 10月17日㈫※ グランデはがくれ
神　　　　　埼 ８月29日㈫ ９月５日㈫※ 割烹きはら
佐　賀　空　港 10月４日㈬ 10月11日㈬ 佐賀空港ターミナルビル

第
３
グ
ル
ー
プ

有　　　　　田 ８月８日㈫ ８月22日㈫ 大有田焼会館3F
武　　　　　雄 ８月７日㈪ ８月21日㈪※ 武雄温泉ハイツ
鹿　　　　　島 ７月４日㈫ ７月11日㈫ 鹿島商工会館
嬉　　　　　野 ８月18日㈮ ８月25日㈮ 観光ホテル大正屋
大　　　　　町 ８月３日㈭ ８月17日㈭ 大町マーケット協同組合
白　　　　　石 ９月13日㈬ ９月20日㈬ 白石商工会研修センター
太　　　　　良 ８月31日㈭※ ９月７日㈭※ 太良ロータリークラブ会館

第
４
グ
ル
ー
プ

唐　　　　　津 ７月11日㈫ ７月18日㈫ 唐津信用金庫
伊　　万　　里 ７月12日㈬ ７月19日㈬ ロイヤルチェスター伊万里
唐　　津　　東 ８月24日㈭ ８月31日㈭ 唐津シーサイドホテル
唐　　津　　西 ８月30日㈬ ９月６日㈬ 唐津商工会館
伊　万　里　西 ９月28日㈭ 10月12日㈭ 伊万里迎賓館
唐　津　中　央 ８月25日㈮ ９月１日㈮ 唐津ロイヤルホテル

第
５
グ
ル
ー
プ

佐　　世　　保 ７月５日㈬ ７月12日㈬ 佐世保玉屋
平　　　　　戸 ７月20日㈭ ７月27日㈭ ニュー平戸海上ホテル
佐　世　保　西 ８月22日㈫ ８月29日㈫ セントラルホテル佐世保
北　　松　　浦 ８月１日㈫ ８月８日㈫ サンパーク吉井（ソレイユ）
松　　　　　浦 ７月21日㈮ ７月28日㈮ 松浦シティホテル
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ガバナー公式訪問  クラブ協議会日程表
※…夜開催

グ
ル
ー
プ

クラブ名 クラブ協議会
公　式　訪　問

訪問日 例　会　場

第
６
グ
ル
ー
プ

佐　世　保　南 ９月１日㈮ ９月15日㈮ JAながさき西海させぼホール
佐　世　保　東 ８月17日㈭ ８月24日㈭ ホテルオークラJRハウステンボス
佐　世　保　北 ７月24日㈪ ７月31日㈪ ㈱西沢本店カトレアホール
佐 世 保 中 央 ９月21日㈭ ９月28日㈭ セントラルホテル佐世保
佐 世 保 東 南 ９月27日㈬ 10月４日㈬ ホテルオークラJRハウステンボス
ＨＴＢ佐世保 ９月19日㈫ ９月26日㈫ ホテルヨーロッパ内レンブラントホール

第
７
グ
ル
ー
プ

大　　　　　村 ８月８日㈫ ８月22日㈫※ いけす寿楽
島　　　　　原 10月３日㈫ 10月10日㈫ ホテル南風楼
雲　　　　　仙 ７月15日㈯ ７月22日㈯ 雲仙観光ホテル
大　　村　　北 ９月６日㈬ ９月13日㈬※ 長崎空港観光ホテル
島　　原　　南 ９月20日㈬ ９月27日㈬ 原城温泉真砂
大　　村　　東 ８月21日㈪ ８月28日㈪※ 長崎インターナショナルホテル

第
８
グ
ル
ー
プ

諫　　　　　早 ７月14日㈮ ７月21日㈮ 水月楼
諫　　早　　北 ７月20日㈭ ８月３日㈭ L＆Lホテルセンリュウ
諫　　早　　西 ８月30日㈬ ９月13日㈬ 平安閣　諫早サンプリエール
諫 早 多 良 見 ９月５日㈫ ９月19日㈫ ホテルグランドパレス諫早
諫　　早　　南 ８月21日㈪ ９月４日㈪ 諫早観光ホテル道具屋

第
９
グ
ル
ー
プ

長　　　　　崎 ７月６日㈭ ７月13日㈭ ホテルニュー長崎
福　　　　　江 ９月８日㈮ ９月22日㈮ カンパーナホテル
長　崎　北　東 ８月23日㈬ ８月30日㈬ 長崎新聞文化ホール　アストピア
福　江　中　央 ９月19日㈮ ９月22日㈮※ 観光ビルはたなか
長　　崎　　西 ８月29日㈫ ９月５日㈫ ホテルニュー長崎
長　崎　琴　海 ９月28日㈭ 10月５日㈭ パサージュ琴海

第
10
グ
ル
ー
プ

長　　崎　　北 ９月11日㈪ ９月25日㈪ ホテルニュー長崎
長　　崎　　南 ７月19日㈬ ７月26日㈬ ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
長　　崎　　東 ７月28日㈮ ８月４日㈮ ㈱平安閣サンプリエール
長 崎 み な と ９月５日㈫ ９月12日㈫ ㈱平安閣サンプリエール
長　崎　中　央 ７月31日㈪ ８月７日㈪ ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション
長　崎　出　島 ９月１日㈮ ９月８日㈮ ホテルニュー長崎
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2017年
月 特別月間 日・曜日 行　　　事 担　　　当

７　

月

１日㈯

７日㈮
８日㈯～９日㈰
23日㈰
29日㈯

第1回ガバナー会議
ガバナー・元・次期ガバナー懇談会
第１回諮問委員会
米山奨学生研修旅行（雲仙、島原）
青少年交換学生オリエンテーション
インターアクト年次大会（有田工業高校）

ガバナー事務所

ガバナー事務所
地区委員会
地区委員会
地区委員会

８　

月

会
員
増
強
・

拡
大
月
間

27日㈰ 青少年交換学生オリエンテーション
米山奨学生・カウンセラー研修会（卓話）

地区委員会
地区委員会

９　

月

基
本
的
教
育
と

識
字
率
向
上
月
間

４日㈪～５日㈫
６日㈬
９日㈯
24日㈰

GETS
地区研修リーダーセミナー
職業奉仕セミナー
青少年交換学生オリエンテーション
来日学生歓迎会

ガバナー事務所
ガバナー事務所
地区委員会
地区委員会

10　

月

経
済
と
地
域
社
会
の

発
展
月
間
米
山
月
間

１日㈰
７日㈯
未定
未定
22日㈰

米山の集い
青少年交換学生 長崎くんち見学
第２回諮問委員会
インターアクト前期指導者研修会
青少年交換学生オリエンテーション

地区委員会
地区委員会
ガバナー事務所
地区委員会
地区委員会

11　

月

ロ
ー
タ
リ
ー
財
団
月
間

２日㈭～４日㈯
未定
17日㈮
18日㈯
19日㈰
20日㈪
21日㈫

22日㈬～23日㈭
26日㈰

青少年交換学生 唐津くんち見学
米山奨学生国際交流会（佐賀市）
地区大会（ＲＩ会長代理晩餐会他）
地区大会（本会議）
懇親ゴルフ大会
R財団地域セミナー
RI会長歓迎晩餐会
メジャードナー午餐会
第２回ガバナー会議・第２回GETS
ロータリー研究会
青少年交換学生オリエンテーション

地区委員会
地区委員会
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
ガバナー事務所
地区委員会

12　

月

疾
病
予
防
と

治
療
月
間

10日㈰

未定
未定

青少年交換学生オリエンテーション
クリスマス会
第３回諮問委員会
2018-19年度米山奨学生面接試験

地区委員会

ガバナー事務所
地区委員会

地区主要行事予定表
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2018年
月 特別月間 日・曜日 行　　　事 担　　　当

１　

月

職
業
奉
仕
月
間

未定
14日㈰～20日㈯
28日㈰

インターアクト後期指導者研修会
国際協議会（サンディエゴ）
青少年交換学生オリエンテーション

地区委員会
ガバナー事務所
地区委員会

２　

月

平
和
と
紛
争
予
防

紛
争
解
決
月
間

11日㈰
17日㈯
25日㈰

第９・10グループIM
第７・８グループIM
青少年交換学生オリエンテーション 地区委員会

３　

月

水
と
衛
生
月
間

未定
25日㈰

米山奨学生修了式
青少年交換学生オリエンテーション

地区委員会
地区委員会

４　

月

母
子
の
健
康
月
間

22日㈰ 青少年交換学生オリエンテーション 地区委員会

５　

月

青
少
年
奉
仕
月
間

未定
未定

未定

第４回諮問委員会
青少年交換学生
Japan-Tour地区旅行
第39回RYLA

ガバナー事務所
地区委員会

地区委員会

６　

月

ロ
ー
タ
リ
ー

親
睦
活
動
月
間

10日㈰

未定
24日㈰～27日㈬

青少年交換学生オリエンテーション
歓送迎会
新旧AG・委員長会
国際大会（カナダ：トロント）

地区委員会

ガバナー事務所
ガバナー事務所

地区主要行事予定表
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国際ロータリー第2740 地区

ガバナー諮問委員会
PG 宮島傳兵衞 唐津東
PG 市瀬久米嘉 佐世保東
PG 佐古　亮尊 大村北
PG 野﨑　元治 長崎
PG 武井　洋一 佐世保
PG 隅田　達男 伊万里
PG 安部　直樹 佐世保
PG 栗林　英雄 諫早北
PG 本城　好春 唐津
PG 田口　　厚 長崎
PG 野口　　清 佐賀
PG 高城　昭紀 島原
PG 高原　武彦 有田
PG 岩永　信昭 長崎北東
PG 福元　裕二 佐賀北
PG 塩澤　恒雄 平戸
PG 宮﨑　清彰 諫早北
PG 﨑永　　剛 長崎北

①クラブ奉仕統括委員会
◎ 髙木　義和 島原
佐藤　　豊 長崎琴海
竹田　健介 平戸
久保　泰正 諌早西
貞方　正一 平戸
林　　高明 大村東

会員増強委員会
◎佐藤　　豊 長崎琴海
七田　利秀 小城
谷上　　守 牛津
藤永　勝之 鹿島
熊川　嘉秀 唐津西
貞方　正一 平戸
馬場　貴博 佐世保中央
上田　善行 大村北
折式田一豊 長崎西

インターアクト委員会
◎松田　洋一 諌早北
堤　　保裕 佐賀南
益田　保彦 有田
德川　清隆 唐津
榎並　三家 諌早北
山田　吉盛 長崎西

ローターアクト委員会
◎ 松尾　慶一 佐世保
髙松　茂信 鹿島
坂本慎一郎 唐津東
西畑栄一郎 佐世保東
前田　寛信 島原
伊東　譲二 長崎
牧山　伸広 長崎北

国際青少年交換委員会
◎藤山　英周 唐津
古藤　俊隆 佐賀大和
合瀬　一男 神埼
織田　高徳 鹿島
新納　英明 武雄
アーリー ジェフリースチュアート 諌早多良見
辻　登志美 諌早北
樋口　征司 諌早南
梅本　國和 長崎

クラブ管理運営委員会
◎竹田　健介 平戸
野田　初憲 神埼
日向　　啓 島原南
小林　靖明 諌早
谷川　任宏 長崎南

ＩＴ公共イメージ向上委員会
顧問 岩永　信昭 長崎北東
◎ 久保　泰正 諌早西
坂口　忠久 佐賀
立石　泰彦 佐賀北
古川　尋美 佐賀南
岸本　大志 唐津中央
森山　政幸 北松浦
公門　新治 佐世保北
原田　　徹 雲仙
永江　圭爾 諌早
山口　孝佳 長崎北東
岡村　保彦 長崎みなと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  地区委員会　　（◎印は委員長　　　　　　　

②職業奉仕委員会
◎ 吉岡　義治 佐賀南
山本　正樹 佐賀南
鬼橋　正敏 武雄
矢野　京子 諫早北
末次　伸至 長崎北

③社会奉仕委員会
◎ 帯屋　　徹 大村
古井　俊路 多久
小田　　浩 松浦
佐藤　　誠 雲仙
野島　進吾 大村
森崎　良昌 長崎中央

④青少年奉仕統括委員会
◎ 奥村　　豊 唐津
藤山　英周 唐津
松田　洋一 諌早北
松尾　慶一 佐世保
山口　宏二 長崎

ガバナー指名委員会
PG 宮島傳兵衞 唐津東
PG 市瀬久米嘉 佐世保東
PG 佐古　亮尊 大村北
PG 野﨑　元治 長崎
PG 武井　洋一 佐世保
PG 隅田　達男 伊万里
PG 安部　直樹 佐世保
PG 栗林　英雄 諫早北
PG 本城　好春 唐津
PG 田口　　厚 長崎
PG 野口　　清 佐賀
PG 高城　昭紀 島原
PG 高原　武彦 有田
PG 岩永　信昭 長崎北東
PG 福元　裕二 佐賀北
PG 塩澤　恒雄 平戸
PG 宮﨑　清彰 諫早北
PG 﨑永　　剛 長崎北
G 駒井　英基 佐賀南

ガバナー補佐
担当 氏　　　名 所　　　属
1 八頭司　博 小城
2 山口　誠二 佐賀北
3 花島　光喜 鹿島
4 白川　十郎 伊万里
5 岩崎　邦臣 佐世保西
6 前田　和隆 佐世保東
7 吉田　秀隆 島原南
8 小野　秀喜 諌早西
9 中村　重敏 長崎
10 山口　善生 長崎みなと

ガバナー事務所スタッフ
役職 担　　　当 氏　　　名 所属
幹事 総　　　括 笠　　慶宣 佐賀南
副幹事 クラブ奉仕部門 鐘ヶ江輝昭 佐賀南
副幹事 職業奉仕、社会奉仕 櫻田　康則 佐賀南
副幹事 青少年奉仕部門 下村　敬司 佐賀南
副幹事 青少年奉仕部門 西田　信行 佐賀北
副幹事 ロータリー財団部門 古宇田れい子 佐賀南
副幹事 ロータリー財団部門 岸川　正人 佐賀
副幹事 米山記念奨学 本村　　一 佐賀西
会計長 会　　　計 園田　嘉生 佐賀南
編集長 月信、HP 菰田　秀三 佐賀南
編集委員 月信、HP 山下　雄司 佐賀
編集委員 月信、HP 古川　尋美 佐賀南
編集委員 月信、HP 川副　隆裕 佐賀南
編集委員 月信、HP 福成　有美 佐賀南
事務局長 成清　啓二 佐賀南
副事務局長 奥田　律雄 佐賀南

RI会長
イアン　H.S.　ライズリー

地区拡大委員会
宮﨑　清彰 諌早北
﨑永　　剛 長崎北

財務委員会
森　栄一郎 諌早北
佐伯　岳歩 唐津東
小林　純一 長崎北

ガバナーエレクト
福田　金治 佐世保

ガバナー（RI役員）
駒井　英基 佐賀南

※クラブのグルーピングは従来どおり
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2017～2018 年度　地区組織図

ライラ委員会
◎ 山口　宏二 長崎
相浦　封哉 多久
谷口　恭士 伊万里
池田　直彦 平戸
本多　　進 島原南

資金推進委員会
◎ 永尾　竹則 佐賀西
中津隈一成 佐賀南

ポリオプラス委員会
◎ 溝口　尚則 佐世保
香月　　武 佐賀

資金管理委員会
◎ 岡村　康司 長崎南
岡崎信一郎 佐賀南
竹内　　一 長崎北

補助金委員会
◎ 隅　　康二 佐賀西
○ 喜多　清基 島原
財
団
奨
学・

学
友
小
委
員
会

福湯　英雄 佐賀南
森本　大輔 大村
小嶺　嘉浩 島原

○ 原田　知行 長崎中央
グ
ロ
ー
バ
ル

補
助
金

小
委
員
会

原田　典範 諌早西
山形　浩介 長崎出島

○ 岡田　金助 HTB佐世保
地
区
補
助
金

小
委
員
会

堤　　貞喜 佐賀西
伊達　秀喜 大村

　　　　　　 ○印は小委員長）

⑤ロータリー財団委員会
◎ 西川　義文 大村 ロータリー平和フェローシップ担当
隅　　康二 佐賀西
永尾　竹則 佐賀西
溝口　尚則 佐世保
岡村　康司 長崎南

⑥米山記念奨学委員会
◎ 大家　和義 小城
本村　　一 佐賀西
山口　　保 嬉野
樋渡　徳美 伊万里
永田　　章 北松浦
本多　善彦 雲仙
芦塚　義幸 大村
近藤　祐子 諌早北
牧　　文春 長崎西
中嶋　久光 長崎北

戦略計画委員会
委　  員 宮﨑　清彰 諫早北
委　  員 﨑永　　剛 長崎北
委　  員 駒井　英基 佐賀南
委　  員 福田　金治 佐世保

地区研修委員会
リーダー 宮﨑　清彰 諌早北
委　  員 奥村　　豊 唐津
委　  員 西川　義文 大村

PETS実行委員会
委 員 長 吉田裕一郎 佐賀北
副委員長 中尾　勇人 佐賀北

地区研修・協議会実行委員会
委 員 長 上村　春甫 佐賀
副委員長 木下　博行 佐賀
副委員長 大坪　恵介 佐賀

地区大会実行委員会
委 員 長 田中　洋介 佐賀南
副委員長 神代　　剛 佐賀南

危機管理委員会
顧　 　 問 野口　　清 佐賀
委　員　長 奥村　　豊 唐津
委　　　員 大家　和義 小城
委　　　員 西川　義文 大村
委　　　員 隅　　康二 佐賀西
委　　　員 藤山　英周 唐津
委　　　員 松田　洋一 諌早北
委　　　員 松尾　慶一 佐世保
委　　　員 山口　宏二 長崎
委　　　員 北郷　雅子 外部有識者

ガバナーエレクト福田　金治 佐世保
地 区 幹 事 笠　　慶宣 佐賀南
弁　護　士 奥田　律雄 佐賀南
弁　護　士 牟田　清敬 佐賀

「ロータリーの友」地区代表委員
北島　恭一 佐賀南

ポール・ハリス・ソサエティ・コーディネーター
田口　　厚 長崎

（財）米山記念奨学会
2015～2019年度評議員 高城　昭紀 島原
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地区関係予算
Ⅰ．地区関係資金人頭分担金 （単位：円）

16～17年度予算 17～18年度予算 前年予算対比

（１）地区資金会計

地区資金 6,300 6,300 - 
地区大会分担金 5,300 5,300 - 

日本事務局分担金
Ｒ文庫協力金 300 300 - 
全国Ｇ会運営費 200 200 - 
平和奨学生支援金 15 15 - 

特別会費分担金 世界社会奉仕資金 360 360 - 
小　計 12,475 12,475 - 

（２）Ｇ事務所分担金
Ｇ事務所分担金 4,500 4,500 -
月信費 1,900 1,900 - 
小　計 6,400 6,400 - 

（３） 国際青少年交換資金会計 1,900 1,900 - 
合　計 20,775 20,775 - 
予算算定基礎会員数 2,210 2,250 40 
Ⅱ．地区資金一般会計 （単位：千円）

16～17年度予算 17～18年度予算 前年予算対比

収
入
の
部

（１）　地区資金 13,923 14,175 252 
（２）　地区大会分担金 11,713 11,925 212 
（３）　日本事務局分担金 1,138 1,159 21 
（４）　特別会計分担金 795 810 15 
（５）　その他収入 - - -
収入合計　（Ａ） 27,569 28,069 500 

支　
　

出　
　

の　
　

部

（１）　ガバナー関係費 6,300 5,850  △450
ＧＥ国際協議会 1,200  1,200 -
全国Ｇ・ＰＧ会議費 2,300 2,300 -
地区Ｇ・ＰＧ会議費 1,300 1,300 -
各種会議費 850 850 -
Ｇ記念品代 100 100 -
渉外・広報費 550 100  △450

（２）　地区活動費・補助金 14,263 14,475 212 
地区大会 11,713 11,925 212 
地区協議会 300 300 - 
ＰＥＴＳ 300 300 - 
地区チーム研修セミナー 400 400 -
インターアクト助成金 600 600 -
ローターアクト助成金 550 550 -
ＲＹＬＡ助成金 300 300 -
Ｒ財団学友会 100 100 -

（３）　Ｇ補佐費 1,700  1,700 -
（４）　地区委員会費 3,030 3,730 700 

クラブ奉仕 200 200 -
会員増強 350 350 -
IT公共イメージ向上 - 550 550 
クラブ管理運営 - 100 100 
職業奉仕 250 250 -
社会奉仕 200 250  50
青少年奉仕 150 150 -
青少年危機管理委員会 - - -
ＩＡ 400 400 -
ＲＡ 180 180 -
ＲＹＬＡ　 200 200 -
国際青少年交換 - - -
国際奉仕 - - -
Ｒ財団　 150 150 -
補助金委員会 450 450 -
資金推進 50 50 -
資金管理委員会 50 50 -
ポリオプラス 50 50 -
米山記念奨学 350 350 -

（５）　日本事務局分担金 1,138 1,159 21 
（６）　特別会計繰入金 1,095 1,110 15 
（７）　研修会関係費用 - - -
（８）　予備費 43 45 2 
支出合計　（Ｂ） 27,569 28,069 500 
収支差額　（Ａ）－（Ｂ） - -
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地区関係予算
Ⅲ．ガバナー事務所・月信会費会計 （単位：千円）

16～17年度予算 17～18年度予算 前年予算対比
収
入
の
部

Ｇ事務所分担金 9,945 10,125 180 
月信費 4,199 4,275 76 
ＲＩ補助金 1,500 1,700 200 
雑収入・その他 - -  -
収入合計　（Ａ） 15,644   16,100 456 

支　

出　

の　

部

公式訪問費 300 500 200 
人件費 2,900 2,900 -
月信費 4,199  4,275 76 
通信費 550 550 - 
消耗品費 900 900 - 
室料及び会議費 1,000 1,000 - 
旅費交通費 200 200 - 
ＧＥ事務所費 5,400 5,400 - 
直前Ｇ事務所費 100 100 - 
予備費  95 275 180 
支出合計　（Ｂ） 15,644 16,100 456 
収支差額　（Ａ）－（Ｂ） - - -

Ⅳ．国際青少年交換資金会計 （単位：千円）
16～17年度予算 17～18年度予算 前年予算対比

収
入
の
部

国際青少年交換資金 4,199 4,275 76
地区資金助成金 - - - 
クラブ負担金 - - - 
来日学生負担金 - - - 
前年度繰越金 - - - 
収入合計　（Ａ） 4,199 4,275 76 

支　

出　

の　

部

学生滞在費補助金 2,000 1,200 △800 
学生旅行補助 700 1,700 1,000 
オリエンテーション費用 200 200 - 
学生歓送迎会費他 400 300 △100 
委員会費・全国委員会費 300 300 - 
印刷費他 50 50 - 
通信費 50 50 - 
RIJYEC維持協力金 442 442 - 
損害保険料 20 20 - 
予備費 37 13 △24 
支出合計　（Ｂ） 4,199 4,275 76 
収支差額　（Ａ）－（Ｂ） - - - 

Ⅴ．特別会計 （単位：千円）
年　　度 期首残高 収　　入 支　　出 期末残高 備　　考

世界社会奉仕
15～16年予算 7,382 798 - 8,180  
16～17年予算 8,180 - A
17～18年予算 A 810  B

規定審議会
15～16年予算  700 199 899 0 開催年度
16～17年予算 0 300 - 300 
17～18年予算  300 300  600 

ＶＴＴ
15～16年予算 8,000 - 3,000 5,000 
16～17年予算 5,000  - - 5,000 
17～18年予算 5,000 -  - 5,000 
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送金のしおり

※１.中途入会会員RI人頭分担金について
中途入会会員の登録後、請求書が届き次第、その金額に応じて早急に納めてください。

※２.人頭分担金、比例人頭分担金、規定審議会追加年会費（上期のみ）、ザ・ロータリアン誌はクラブ請
求書にて一緒に請求されます。
請求書通りにお支払ください。

送金資金の種類 金　　　　　額 期　　　限 振　　込　　先

人　
　

頭　
　

分　
　

担　
　

金

RI人頭分担金
前期　2017年7月1日現在会員
後期　2018年1月1日現在会員

（年額US＄　60.00）
US＄　30.00
US＄　30.00

※請求書通りお支払ください。

請求書受領後
速やかに

【三井住友銀行】
新宿通支店（普）　6733244
国際ロータリー日本事務局

中途入会会員RI人頭分担金
※新会員の入会年月日により
納入金が変わります。　

※1.　下記参照 請求書にて
請求された時

規定審議会の為の
追加人頭分担金 上期のみUS＄1.50 請求書受領後

速やかに

地
区
関
係
資
金
等

地 区 資 金 年間　　6,300円　 （半期　　3,150円）

2017年7月1日
及び2018年
1月1日の
会員数を
基準に15日
以内に送金を
行う。

【佐賀銀行】
本店（普）　3131558

国際ロータリー第2740地区
2017～2018年度
ガバナー事務所

ロータリー文庫協力金 年間　　   300円　（半期　　　150円）

全国ガバナー会運営費 年間　　　200円　（半期　　　100円）

平 和 奨 学 生 支 援 金 年間　　　  15円　（後期のみ　  15円）

世 界 社 会 奉 仕 資 金 年間　　　360円　（半期　　　180円）

ガ バ ナ ー 事 務 所 費 年間　　4,500円　 （半期　　2,250円）

ガバナー月信購読料 年間　　1,900円　（半期　　　950円）

国際青少年交換資金 年間　　1,900円　（半期　　　950円）

計 年間　 15,475円　 （半期　　7,730円）

地 区 大 会 分 担 金 年間　　5,300円 後程ご案内
いたします 後程ご案内いたします

寄　
　
　

付　
　
　

金

ロータリー財団寄付金

寄付金 ： 個人／法人／クラブ／地区
寄付分類 ：
年次基金（シェア）
ポリオ・プラス
恒久基金（シェア）
補助金（補助金番号）
その他（詳細）

随　時
【三井住友銀行】

赤羽支店（普）　3978101　　　
公益財団法人

ロータリー日本財団

米山記念奨学会寄付金

（普通預金）
金額×会員数（7月1日、1月1日現在）

2017年7月末日
2018年1月末日

【三井住友銀行】
京橋支店（普）　0920373

公益財団法人
ロータリー米山記念奨学会

（特別寄付）
準米山功労者

米山功労者
準米山功労法人

米山功労法人

米山特別功労法人

表彰金額
3万円以上
10万円未満
10万円以上
5万円以上
50万円未満
50万円以上
100万円未満
100万円以上

随　時

そ
の
他

ザ・ロータリアン誌購読料 1部・半期分US＄12.00 請求書受領後
速やかに 　RI人頭分担金と同じ

「ロータリーの友」購読料 1部・半期分1,200円（税別）
※購読部数

請求書にて
請求された時

【三井住友銀行】
浜松町支店（普）　7450015
㈳ロータリーの友事務所文献資料代 表示価格 随時
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※半期報告書はなくなりました。会員の入退会の更新は随時行い必ず７/１・１/１までに会員情報が正しい
ことをご確認ください。

◆国際ロータリー日本事務局
　〒108-0073
　東京都港区三田１丁目4-28
　三田国際ビル24Ｆ
　クラブ・地区支援室…TEL.03-5439-5800（旧奉仕室）
　　　　　　　　　　　FAX.03-5439-0405
　室長 ： 中井　啓介　rijapan@rotary.orｇ
　財団室…………………TEL.03-5439-5805
　　　　　　　　　　　FAX.03-5439-0405
　室長 ： 清水　優季　yuki.shimizu@rotary.org
　経理室…………………TEL.03-5439-5803
　　　　　　　　　　　FAX.03-5439-0405
　室長 ： 斎藤　愛子　aiko.saito@rotary.org
　業務推進・資料室……TEL.03-5439-5802
　　　　　　　　　　　FAX.03-5439-0405
　コーディネーター
　牧野　美希　miki.makino@rotary.org

◆ガバナー会事務局
　〒105-0011
　東京都港区芝公園２丁目6-15
　黒龍芝公園ビル4Ｆ
　　　　　　　　　　　TEL.03-3433-6497
　　　　　　　　　　　FAX.03-3433-7395
　　　　　　　　govkai@orange.ocn.ne.jp

◆ロータリー文庫
　〒105-0011
　東京都港区芝公園２丁目6-15
　黒龍芝公園ビル3Ｆ
　　　　　　　　　　　TEL.03-3433-6456
　　　　　　　　　　　FAX.03-3459-7506
　　　　  rotary-bunko@msj.biglobe.ne.jp

◆一般社団法人　ロータリーの友事務所
　〒105-0011
　東京都港区芝公園２丁目6-15
　黒龍芝公園ビル4Ｆ
　　　　　　　　　　　TEL.03-3436-6651
　　　　　　　　　　　FAX.03-3436-5956
　　　　　　　 hensyu@rotary-no-tomo.jp

◆公益財団法人　ロータリー米山記念奨学会
　〒105-0011
　東京都港区芝公園２丁目6-15
　黒龍芝公園ビル3Ｆ
　　　　　　　　　　　TEL.03-3434-8681
　　　　　　　　　　　FAX.03-3578-8281
　　　　　　 mail@rotary-yoneyama.or.jp

◆ガバナー事務所
　〒840-0815
　佐賀県佐賀市天神２丁目2-28　
　松尾天神ビル1103号室
　　　　　　　　　　　TEL.0952-26-6868
　　　　　　　　　　　FAX.0952-26-6844
　　　　ri2740sagapiece@orion.ocn.ne.jp

報　　告　　先

報告の種類 報告期日 報告書式 報告先
次年度会長・幹事
決定報告

（公式名簿掲載資料）
2017年12月31日

「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ」からオンライン登録
※ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所には
メールもしくは電話

ガバナー事務所
ガバナーエレクト事務所

クラブ事務所通知
（変更の場合） 都度速やかに 書式自由

ＲＩ日本事務局
ガバナー事務所
ロータリーの友事務所

会員の入会・
退会・変更 都度速やかに 「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ」からオンライン登録又は、

ＲＩ所定の用紙を使用
ＲＩ日本事務局
ガバナー事務所

会長・幹事変更、
例会日時・場所等 都度速やかに

「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ」からオンライン登録（ＲＩ
日本事務局）
書式自由

ＲＩ日本事務所
ガバナー事務所
ロータリーの友事務所

クラブ月報 毎月15日 所定の用紙 ガバナー事務所

国際大会信任状 2018年4月末日 ＲＩ事務所からメール送信された用紙を使用
会長・幹事の署名が必要

2017～2018年度
ガバナー事務所

報告のしおり






