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本日の出席率８５.３％：会員数４２名・出席３６名・欠席４名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは、国税モニター

制度というものがありまして、 佐世

保税務署合同庁舎３階会議室で

ありました。 国税モニターの任期

は２年で、 内容は税務署員との年

に一回発行されている、 国税庁レ

ポートに基ずいての年２回の懇談

意見交換会とアンケートの提出等

があります。 モニターの質問に相続税についての質問がありまし

た。 １００人の相続税の対象者がいるとすると何人の人が相続税

を収めているのかという質問です。 担当者の答えは１２００万人

中５万人全国平均４.２人、 佐世保では約２.５人だという答えでし

た。 意外と少ないという感じがしました。 残念ながら佐世保税務

署管内での国税モニター懇談会は今年限りとなり、 佐世保で最

後の国税モニター４名の中の一人にになれたのは幸運だったと

思います。

　また、 昨日の野田総理と安倍自民党総裁との党首討論会で、

１１月１６日衆議院を解散しますという発言がありました。 １２月１６日

衆議院議員選挙がおこなわれるようになりました。 数日前には前

年同月の国民総生産が０.４％下がり年率にして３.４％下がったと

いうニュースが流れました。 その直後に 「おでん屋」 の中継が

あり、 おかみさんがお店のお客さんが減り大変だとの言葉の後

に、 深夜のタクシーも大変でしょうという 「コメント」 がありました。

１２月は 「忘年会シーズン」 で 「カキイレドキ」 です選挙がありま

すと我が業界にとってはマイナスです。 ともあれ、 全国の景気

が良くなるよう効果的な景気対策を早く実施出来る政府を作って

頂きたいと思います。

　さて、 本日は佐世保中央ロータリークラブの年次総会です。 ２０

１３年度～２０１４年度の理事役員の方が正式に決定されます。

西村会長エレクトのもと次年度が本格的に始動いたします。 新

理事役員の皆様のご健康とご活躍を心より祈念いたしまして会

長挨拶を終わります。

佐世保ロータリークラブ　　　　　　　　　　見藤　史朗様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　 西沢　雅幸様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野田　大介様

１．例会変更
　   平戸ロータリークラブ

１１月２９日 （木） 休会　　

２．来　　信
・ガバナーエレクト事務所
   ２０１３～１４年度地区社会奉仕委員長推薦のお願い

・朝長則男佐世保市長
　「和牛の in ながさき」 第１０回全国和牛能力共進会長崎大

　会のお礼

　

３．伝達・通知
　○本年度ポールハリス ・ ポリオプラス ・ 米山功労者　寄付金 

　　 ノミネートの件でご報告致します。 11 月 1 日、 セントラル

　　ホテルにて　ロータリー財団・ 米山奨学委員会を開催し

　　ていただき、 ポールハリス ・ ポリオプラス ・ 米山功労者

　　それぞれの寄付金ノミネート者を選任していただきました。

　　例会をはさんで同日第 5 回理事会にて岩政ロータリー

　　財団・ 米山奨学委員長にオブザーバー出席をいただき、

　　佐世保中央ロータリークラブ基金の現状説明と過去のノミ

　　ネート経緯を説明して頂いき次の方々で承認を得ています。

　　 ・ ポールハリス ・ フェロー　　

　　　山瀧　正久君 ・ 宮崎　正典君　　　以上２名

　　 ・ ポリオプラス　

　　　長富　寿人君　以上１名

　　 ・ 米山功労者　

　　　南部　建君 ・ 野村　和義君　以上２名

　　以上　計５名の方のノミネートで本年度ロータリー財団、　

　　米山奨学会への寄附を行わさせていただきます。

　　尚、 ノミネートされた方々には内諾を得ています。
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佐世保南ロータリークラブ　西沢雅幸様
先週持って帰ってしまったメイキャップの名札をお返しに来まし

た。 よろしくお願いします。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
立冬も過ぎ、 少しずつ寒さを感じる日が多くなってまいりまし

た。 先日の映画 「最後のふたり」 は生きる意欲を失っていた

大富豪に貧乏な介護者が生きるエネルギーを与えたというス

トリーで大変勉強になりました。 私 （前田） も会長、 副会長

にエネルギーを与えることのできる幹事になりたいと思いま

す。 最強の三人と呼んでください。

西村浩輝君、平岩義明君、浅野訓一君
佐世保南ＲＣの野田大介さんのご来訪を心より歓迎いたしま

す。

・同業者として…西村浩輝

・高校の同級生として…平岩義明、 浅野訓一　

芥川浩一郎君
７９歳になります。 自祝の気持ちです。

竹本慶三君
今日から 「第１７回きらきらフェスティバル」 が始まります。 今

夜１８時より島瀬公園で点灯式を行います。 お世話になりま

す。

川﨑洋一職業奉仕委員長
先週の社員招待映画例会に参加していただいた皆様、 あり

がとうございました。

田雑豪裕君
映画例会、 家族、 従業員が数多くお世話になりました。

溝上純一郎君
映画例会では大勢の社員も含めお世話になりました。

池永隆司君
　　先週の映画例会、 家族、 スタッフ５人お世話になりました。

　

指山康二君
　　３５回目の結婚記念日のバラの花、 ありがとうございました。

　　３５年もよく飽きられず長くもったもんだ！

橋口佳周君

結婚記念日の花、 １０日遅れで届きました。 おかげで２回結

婚記念日のお祝いが出来ました。 映画例会の件、 前田幹事

に気を使わせてすみませんでした。 ニコニコします。

浅野訓一君
映画例会では７名参加させていただきました。 ありがとうございま

した。

昭和３６年１１月　１日　馬場　貴博君
昭和３７年１１月　５日　川島　千鶴君
昭和３１年１１月１１日　岩政　　孝君
昭和２４年１１月１２日　富永　博美君
昭和３３年１１月１３日　南部　　建君
昭和３３年１１月１３日　川﨑　洋一君
昭和　８年１１月２４日　芥川浩一郎君
昭和２８年１１月２６日　田雑　豪裕君

committee

崎山信幸 社会奉仕委員長 
　１１月２４日 （土） 東日本大震災チャリティバザーを開催します。

ご協力をお願いします。 　

本田実 親睦活動委員
　忘年家族例会の御ご案内

　１２月１３日 （木） ハウステンボス  デハールで忘年家族会を

行います。 時間が早いので調整をして、 是非出席をお願い

します。 　

《クラブ管理委員会・ロータリー情報》
 坂井智照クラブ奉仕委員長兼クラブ管理委員長 
　いつも例会に出席するということが強い活動的なロータリーク

ラブにとって必須です。 例会への出席を強調することは１９２２

年に遡り、 この年に国際ロータリーでは全世界にわたって出

席競争を行い、 それが起因となって幾千のロータリアンが年々

１００％の出席率を達成するに至っております。 多くのロータリ

アンは自分のクラブで１００％の記録を維持し、 または他のロー

タリークラブの例会でメークアップして、 １００％にすることを大

いに誇りとしています。

　ロータリークラブの細則では、 会員がすべての例会を合わせ

てその６０％だけ出席すればよいという条件になっていますが、

実際は多くのクラブにおいて１００％が望ましい水準だという習

慣が出来たのです。 ロータリーが例会出席を強調している理

由は、 各会員はその所属する仕事や職業の分野を代表して

いるものであるため、 どの会員が欠席してもクラブの会員の多

様性とそれから各会員の個人的な仲間意識という価値が奪わ

れる結果となるからです。

１１月１２日　指山　康二・いづみご夫妻
１１月２４日　平岩　義明・晴美　ご夫妻
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１.　開会の辞
２.　定足数の確認
３.　議長の選出 
４．議事録作成者の指名
５．審議事項  
　第１号議案　２０１３～２０１４年度 役員 ・ 理事選任 ( 案 )　

　 承認の件

　第２号議案　その他

６．閉会の辞

幹事　前田真澄君
佐世保中央ロータリークラブ細則 第５条会合の中の第３節

「会員総数の３分の１をもって本クラブの年次総会および例

会の定足数とする。」 と記載されています。

現会員数４２名　本日の出席者３８名。 よって４２名の３分の

１の１４名を２４名上回っておりますので、 本総会が成立して

いますことをご報告致します。

同細則　第４条役員の任務の中の第１節　会長任務に 「本

クラブの会合および理事会において議長を務め、 その他通

常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とす

る。」 と記載されています。 従いまして本総会はクラブの会

合に該当致しますので、 議長を本年度会長四元清安君に

お願い致します。 四元会長演題の方へお願い致します。

議事録作成者の指名を四元議長より浅野訓一副幹事へ指

名。

本日の合計　　　　   23,000 円

本年度の累計　　　464,000 円

■  年 次 総 会 ■

馬場貴博君
誕生日お祝いありがとうございます。

川島千鶴君
　　誕生日の祝いありがとうございます。 人生半世紀を生きてき

　　ました。 何の人生の足跡も残していないので、 これからの半

　　世紀、足跡を残せるように頑張ります。 傘は男性用茶でした。

　　プレゼント出来るダンナ様を是非皆さん紹介して下さい！！

八重野一洋君
　　皆様こんにちは。 今月４日～７日の４日間、 ３年ぶりの社員旅

　　行でグァム島に行って来ました。 勿論費用は会社負担でなく

　　社員が３年間コツコツ積み立てで実現しました。 青い空、 青

　　い海、 充分に癒されてきました。 ニコニコします。

審議事項
第１号議案の件に対し田代博之指名

委員長より説明　佐世保中央ロータ

リークラブ補足規定 「指名委員会」 条

文に準じ８名の委員会メンバーにて第

１回委員会を平成２４年９月２７日、 第

２回委員会を１０月２５日、 第３回委員会を１１月７日に開催し

た結果、 次のような案が纏まりましたので、 発表します

副会長 ： 山瀧正久君、　会長ノミニ― ： 富永博美君、　

幹事 ： 野村和義君、　会計 ： 坂井智照君、　理事 ： 指山康

二君、 理事 ： 崎元英伸君、 理事 ： 田雑豪裕君　理事 ： 岩

政孝君、 理事 ： 南部建君、　理事 ： 本田実君、　以上です。

※　採決にて過半数以上の賛同を得、 可決承認されま

した。

第２号議案　　　その他　　なし

　　　《 次年度役員・理事予定者 挨拶 》
副会長：山瀧正久君　

ロータリーに入会してまだ年数は浅いんですが、 年齢はそ

れなりに取っていますので、 西村会長を支えて皆さんと一

緒にパイプ役として頑張りたいと思います。 よろしくお願いし

ます。

会長ノミニ―：富永博美君
会長ノミニーに指名いただき、 本日ご承認いただきありがと

うございました。 喜んでまた謹んでお受け致します。 田代

指名委員長始め関係者の皆様、 ご苦労様でした。 私を会

長ノミニーにして間違いが無かったと言っていただけるよう１

年半かけて勉強したいと思います。 どうぞ、 よろしくお願い

します。

幹事：野村和義君
先ずもってご承認ありがとうございました。 西村会長の幹事

としてこの上ない幸せを感じています。 全身全霊 ・ 胡粉奮

闘し１年半頑張りたいと思います。 私が幹事ですので、 若

いメンバーの方、 もうすぐ皆さんの順番が廻って来る事を肝

に銘じていて下さい。 よろしくお願いします。

会計：坂井智照君
失礼致します。 慣れない役員をさせていただきます。 細則

には本来は選挙で任命されると記載されているんですが、

その代わりの指名委員会で指名されたということはそれに匹

敵するという事で、 指名いただいた以上はその職務を一生

懸命努めさせていただきたいと思いますので、 よろしくお願

い致します。

理事：指山康二君
５年前に会長を致しまして５年ぶりに理事という事で来年から

またマイクの前で話す事が出来るという事でありがたく理事を

お受けいたしました。 西村会長の下、 最強の理事６人 （最

低の６人？） として西村会長、 野村幹事を支えていきます。

よろしくお願いします。
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理事：崎元英伸君
先ほど舒村幹事が胡粉奮闘で頑張ると言っていましたので、

その舒村幹事の足を引っ張らない程度に頑張りたいと思い

ます。 どうぞよろしくお願い致します。

理事：田雑豪裕君
ご紹介いただきました田雑でございます。 まだ理事は早い

のではないかなと思っていますが、 ご存知の通り、 私の会

長年度の時の副会長をして頂いたのが西村会長であり、 同

様、 野村幹事は私が幹事をした時の副幹事であります。 わ

たしも同様に頑張って行きますので、 何卒ご指導を頂けれ

ばと思っています。 よろしくお願いします。

理事：南部建君
今回非常に濃い理事のメンバーを選ばれたなと思います。

西村会長が田雑会長の時、 副会長として大変助けていただ

きましたので、 今回その時の恩返しをしたいと思っておりま

すので、 よろしくお願い致します。

理事：本田実君
今回理事をさせていただきます。 皆さんご承認ありがとうご

ざいました。 他の理事の皆さん同様頑張って行きますが、

どんな理事になるか分りません。野村幹事にお願いですが、

私の足を押し上げていただけるような副委員長を選んでいた

だければと思っています。 皆さんの足手まといにならないよ

う頑張って行きますのでよろしくお願い致します。

直前会長：四元清安君
私の方から色々と申し上げる事はございません。 次年度に

向けて皆さん協力体制を確立しスムーズなクラブ運営が出

来ます事を祈念申し上げます。

会長：西村浩輝君
色々お世話に成ります。 田代指名委員長始め他の委員の

方、 色々お世話に成りました。 次年度理事に２名のパスト

会長を入れさせていただきました。 ここで何をどうこうとはお

話出来ませんが、 去年会長ノミニーとしてご承認いただいた

後、 この１年本当に早かったです。 だから富永会長ノミニー

も早いだろうと思います。 頑張ってください。 このあと半年も

早いだろうなと思っています。 そうするとあとの１年も早いだ

ろうと思っています。 その次の１年が長いだろうなと先々の

事まで考えてしまっていますが、 佐世保中央ロータリークラ

ブに入らせていただいて大変楽しく感じさせていただいてお

りますので会長としても楽しんでその職を務めさせていただ

こうと思っておりますので、 ご協力の程、 よろしくお願い致し

ます。

以上　次年度の役員、 理事の皆さんでした。 どうぞ皆様激

励の拍手をよろしくお願い致します。

閉会の辞　幹事　前田眞澄君
ありがとうございました。 以上をもちまして２０１２～２０１３年

度佐世保中央ロータリークラブ　年次総会を閉会します。 　

ＳＡＡ：山瀧正久君

次回例会／１１月２２日１２：３０～

次回献立／助六、ゴボウ天、肉じゃが
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