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本日の出席率８３.７％：会員数４３名・出席３４名・欠席７名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１１名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 桜の花も散

り、 若葉青葉の季節になってきま

した。 先週は忙しい一週間を過ご

しましたが、 淡々と楽しむことがで

きました。 これも会員の皆様の協

力でできることです。 感謝致しま

す。 ありがとうございました。 又、

本日は新入会員 田中啓輔君の

バッチを付けさせていただきます。 光栄です。

　先週のはじめは、 職業奉仕委員会の行事、 職場訪問例会の

打ち合わせに大島造船に行ってきました。 これも楽しみです。

　４月９日 （水） から釜山蓮山ＲＣの創立２３周年記念式典参加

の為、 公式訪問してまいりました。 釜山の桜を楽しみに行った

のですが、 まだ根性で残っていました。 行くたびにいつも思うの

ですが、 桜の木が多いなということです。 マッコリ工場がある金

井山に行くと、 まだ満開を過ぎた頃で散る桜がきれいでした。

鎮海軍港基地の中の桜の並木道も入ることができ、 楽しむこと

ができました。 その夜のクルージングも楽しませて頂きました。

釜山蓮山ＲＣとの会議では、 当方の議題に賛成して頂き、 ５年

ごとの調印式、 訪問も２年に１回、 交互にすることになりました。

創立２５周年記念事業のグローバル補助金プログラムも協力する

ということです。 その後式典があり、 国際ロータリー第３６６０地区 

金ガバナーも出席されていました。 ４月１１日 （金） の朝、 黄会

長に空港へ送って頂きました。 残られた方は釜山の街を楽しん

で頂けましたでしょうか。

　夕方には平戸へ、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に出席し、 ４月

１２日 （土） の地区大会へのぞみました。 午前中の会長 ・ 幹事

会では、 竹本慶三君の講演 「町興しに於けるロータリーの役割」

で、 会場の皆さんは熱心に聴かれてました。 又、 楽しみにして

いた記念講演の乙武洋匤講師による 「子どもたちのためにでき

ること」 結婚され、 ２児のパパであることも初めて知りました。 テ

レビで観ていた通り、 声がよく通り、 いい時間を過ごさせて頂き

ました。

　本会議が第１部 ・ 第２部と分かれてあり、 第１部では物故者の

 １．例会変更
　　ありません。

　  
２．来　　信      

     ・国際ロータリー
　　 ザ ・ ロータリアン　２０１４年４月号

　  ・ガバナー事務所
　　　青少年交換学生オリエンテーションのご案内

　　　日時　４月２６日 （土）　１６：００～

　　　場所　本経寺

　  ・ガバナーエレクト事務所
　　　地区委員長会議出席のお礼状

　  ・ ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　第８回市内ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内

　　　日時　５月７日 （水） １８：３０～

　　　場所　ハウステンボス ホテルヨーロッパ 「吉翠亭」

　  

３．伝達・通知　 

 　　来週の例会は地区委員卓話となっております。 地区委員の

　　 井上亮君、 前田眞澄君よろしくお願い致します。  

黙祷で田端 茂君の遺影もあり、 冥福を祈りました。 第２部は中

ホールで開かれ狭いので、会議をテレビモニターで観ていました。

　その後、 記念懇親会が大ホールでありました。 ４月１３日 （日）

は雨の中、 チャリティー記念ゴルフコンペが開催されました。

地区大会に出席していただきました会員の皆様には感謝申し上

げます。

　帰ったばかりの韓国では大惨事が起きています。 仁川から済

州島行の旅客船の沈没事故で多数の犠牲者が出ているようで

す。 ６年ほど前に済州島へ行った時も修学旅行で学生が多かっ

たことが思い出されます。 助かってくれれば良いのですが、 祈

念しています。 ありがとうございました。



西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お忙しい中、 淡々と例会にご出席頂きありがとうございます。

また、 本日は田中啓輔君、 ご入会おめでとうございます。 心

より歓迎申し上げます。 先週の例会は休会でしたが、 釜山

蓮山ロータリークラブ公式訪問、 並びに地区大会とご参加頂

きました会員の皆様、 大変お疲れ様でした。 心より御礼申し

上げます。 さて、 本日はこの二つの事業報告です。 特に釜

山蓮山ロータリークラブ公式訪問では、 新たな取り決めも決

まったようです。指山康二国際奉仕委員長他委員会の皆様、

坂井智照地区社会奉仕委員長、 限られた時間ではあります

がどうぞよろしくお願いします。

福田英彦君
本日７時頃急に右眼の下１／２が見えなくなり、 １５分で回復。

念のため頭部ＭＲＩをしてもらいましたが、 大丈夫でした。 お

かげでこれからもロータリーを続けられそうでニコニコします。

指山康二国際奉仕委員長
釜山蓮山ロータリークラブ創立２３周年記念式典に１８名で

行ってきました。 皆様お疲れさまでした。 食べて！食べて！

楽しい訪問でした。 遊んだだけでなく、 国際奉仕の最大の

目的も達成しました。 逆にまた行きたいですね。 皆様ありが

とうございました。

八恵野一洋君
皆さん、 こんにちは。 ４／９～１１日の３日間、 釜山蓮山ロー

タリークラブ公式訪問に行ってきました。 当社のレンタカーも

ご利用頂きありがとうございます。 本田次年度幹事、 野村幹

事、 馬場副幹事不在の会計係お疲れ様でした。 レンタカー

の料金も車中の暗いでお支払いありがとうございます。 翌日

チェックしましたら、 １００ウォンが混ざっていました。 ご報告し

ます。

香月章彦君
さようなら４０代。 こんにちは５０代。

平岩義明君・馬場貴博君・岡光正君・川島千鶴君
ＹＥＧのできが大変良い田中啓輔君の入会を大、 大歓迎致

します。 淡々と楽しんで下さい。

会員一同
田中啓輔君の入会を会員一同心より歓迎申し上げます。

山田伸二君
例会を休んですみません。
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本日の合計　　　　    34,000 円

本年度の累計　　　 783,000 円

新入会員の紹介
田中啓輔君
勤務先 ： 株式会社ビズテック

役職 ： 代表取締役

職業分類 ：ＯＡ機器 ・ 事務機販売

家族 ： 夫人と４男

committee

四元清安 ロータリー情報委員会委員 
《 ロータリー情報 》
ロータリーの公式標語　
「超我の奉仕」 及び 「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」

ロータリー財団の標語
「世界でよい　ことをしよう」

ロータリーアクトの標語　「奉仕を通じての親睦」

ガンディカーのロータリー通解
（ガイ ・ ガンディカーさんは、 関東大震災の時たまたまＲＩの会

長であり、ＲＩからの多額の義援金を日本に送ったことでも知ら

れている）

　ロータリー・クラブの構成と諸目的
　第一、 会員個々人の向上

　 第二、 会員の企業を、 理想と実際の両面において向上せ　

　　　       しめること

　 第三、 会員の属する職種全体の向上

　 第四、 会員の家、 町、 州および国、 ならびに社会全体を

　　　　    向上せしめること

　各会員の個人的向上
　（１） 各自の企業経営の体験を交換し合うことにより互いに　

　　　　　識見を広めること

　 （２） 自己の思想の限界を自覚し転機を得さしめること

　 （３） 他者への奉仕の気持ちを涵養せしめること

　 （４） 自己発展の機を最大限につかむよう助力を与えること

　 （５） 各自を社会の指導者たらしめること

糸瀬新 職業奉仕委員会委員
職場訪問例会の件

　日時　５月２２日 （木） １２ ： ３０～

　例会場　オリーブベイホテル

　職場訪問　( 株 ) 大島造船所

牛島義亮 中央会会長
第４２回市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会の件

本年度は中央ＲＣが担当します。

日時　５月１１日 （日） １１ ： ０５スタート

場所　佐世保カントリー倶楽部

懇親会　佐世保玉屋　７階　１８ ： ３０～



ＳＡＡ：馬場貴博君

次回例会／４月２４日１２：３０～

次回献立／季節魚煮付けと野菜炊き、酢物
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《釜山蓮山ロータリークラブ公式訪問報告》
指山康二 国際奉仕委員長
　国際奉仕委員会担当のクラブフォーラ

ムで釜山蓮山ロータリークラブとの今後の

交流のことをクラブ内で協議致しました。

そして、 クラブ理事会において審議し、

一年おきの交流にしようということに致しま

した。 今回企画いたしました、 クルージ

ングは楽しんで頂けたでしょうか。 皆様のご協力ありがとうござ

いました。

　
西村浩輝会長
　釜山蓮山ロータリークラブ創立２３周年記念式典に出席して

まいりました。参加して頂きました皆様方ありがとうございました。

釜山蓮山ロータリークラブとの会議で佐世保中央ロータリークラ

ブ創立２５周年でグローバル補助金プログラムでの事業をする

ことと致しました。 なお、写真もたくさん撮ってきておりますので、

思い出しながら見て下さい。
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