
佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 篠原　政幸様

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　　 川﨑　伸一様

佐世保南ロータリークラブ　篠原政幸様

本日はお世話になります。 前日、 昨年１０月に米山奨学生の

出前卓話でお世話になりました。 卓話に来た彼女も無事、

日系企業に就職し、 勤務地ベトナムで頑張っています。

第1120回　平成26年6月19日号

本日の出席率７６.７％：会員数４４名・出席３１名・欠席１０名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１２名・出席規定免除会員（３）３名

　皆さんこんにちは。 　梅雨はどこ

に行ったという気持ちにさせるこの

頃でしたが、 中国大陸へ上陸した

かのように見えた台風７号が、 根

性がある台風なのでしょう。 「復活」

台風７号として本州付近に接近し

て梅雨前線を刺激し、 恵みの雨

になっていますが、 梅雨のない北

海道では雨の日が続いているようです。

　Ｗ杯でのコートジボワール戦の時、 中央会のゴルフ大会お疲

れ様でした。 侍ブルーは残念な結果でした。 強化試合では攻

撃的で逆転できるサッカーができていただけに、 大一番でそれ

が出せず残念でした。 「自分たちのサッカーができなかった」 と

いうコメントが出ていましたが、 相手を思い通りにさせないために

どうすれば侍ブルーのサッカーができるか、 明日朝７時からのギ

リシャ戦を楽しみ、 勝つように応援したいと思います。

　今年度最後の通常例会です。 この一年本当にありがとうござ

いました。 背中を押された時には 「ハイッ」 と言って会長職を引

き受けましたが、 楽しいロータリーライフが待っていましたと今だ

から言えると思います。 お一人お一人に感謝の言葉を申し上げ

なくてはならないのでしょうけど、 時間がいくらあっても足りないと

思いますので言いませんが、 「淡々とロータリーを楽しむ」 ありが

とうの心でのありがとうの言葉だけで何にもしない会長だったと思

います。

　佐世保中央ロータリークラブ２３年間の伝統で理事、 役員そし

て会員の皆様、 奥様方の心遣い、 ご協力があったからだと感

謝申し上げます。 一年間ありがとうございました。

１．例会変更

　  佐世保東南ロータリークラブ

　　　６月２５日 （水） １２：３０→１９：００　

　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　　新旧交代式のため

　　伊万里西ロータリークラブ

　　　６月２６日 （木） １８：３０　

　　　伊万里迎賓館２階

　　　年度末懇親会のため

　　　　　　 　　　 　　 　  
２．来　　信         

   ・地区大会事務局

    地区大会報告書、 登録者名簿確認のお願い 

　・ガバナーエレクト事務所

    ２０１５～２０１６年度国際青少年交換学生 （派遣） の再募　

　　　集について

 　・諫早北ロータリークラブ

　　第３５回ＲＹＬＡ登録 ・ 参加のお礼

　・佐世保東ロータリークラブ

　　２０１４～２０１５年度佐世保市長表敬訪問プログラム

committee

牛島義亮 中央会会長

　６月１５日に開催しました中央会は優勝牛島、 ２位福田英彦

君でした。 次回は７月１３日 （日） 佐世保カントリー倶楽部で

取り切り戦を行います。



ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　川﨑伸一様

本年度は大変お世話になりました。 本日はただのメイクアッ

プです。 岩政さんお久しぶりです。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事

本日は佐世保南ロータリークラブ 篠原政幸君、 ハウステンボ

ス佐世保ロータリークラブ 川﨑伸一ガバナー補佐のご来訪、

誠にありがとうございます。 心より歓迎申し上げます。 ２０１３

～２０１４年度最後のニコニコです。 一年間本当にお世話に

なり誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。あっ

という間に一年が過ぎてしまいましたが、 これといって何も残

すこともなく、 静かに次年度へと引き継ぎを致します。 我々３

人以外の理事役員の皆様方には本当に頑張って頂きました

ので、 本日はその報告をさせて頂きます。 各委員長の本年

度の苦労や努力を少しでもご理解いただければ幸いです。

最後までどうぞよろしくお願い致します。

福田英彦君

中央会で準優勝しました。

牛島義亮君

先週の日曜日の中央会で初めて優勝しました。 それも福田

先生との１， ２フィニッシュということで馬もゲットしましたので、

ニコニコします。 池永君も前田君ももっと練習してく下さいね。

岩政孝君

久しぶりの例会出席です。

田代博之君

馬があたりましたので、 ニコニコします。

崎山信幸君

皆さん、 こんにちは。 先週の金曜日６月１３日より６月定例議

会が始まりました。今回も一般質問を議場において行います。

来週の火曜日 （２４日） です。 テレビ佐世保においても、 生

中継されますので、 よろしくお願いします。

宮﨑正典君

先日の中央会の馬が当たったのでニコニコします。 ４人も当

たったので、 一人あたりの金額は３千円でした。
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本日の合計　　　　    13,000 円

本年度の累計　　　  878,000 円

《  第１２回クラブ協議会  》
　 一年間を振り返って　

田雑豪裕 クラブ奉仕委員長

クラブ奉仕委員会 ： 色々な会の出席を新

入会員の方に重点的にお願いしてきた。

クラブ管理委員会 ： 入会２～３年未満の

会員の退会が非常に多いというデータを

地区から言われておりましたので、 退会

防止を図ることもあり、 入会２年未満の方々を対象に６月５日に

新入会員セミナーを行った。

ロータリー情報 ： ロータリー情報を流して新入会員にロータリー

のことを理解して頂く為に行った。

会員増強：会員増強特別委員会のもと、 純増５名の目標で行っ

た。 次年度もお願いしたい。

坂井智照　クラブ管理副委員長

「ロータリーの友」

　１９５２年 （昭和２７年） ４月、 第６０区の

大会が開催され、 新年度から日本の地

区は東日本と西日本の２つに分割が決

定。 この地区大会では、 日本の２地区

で共通の雑誌を発行することが決定し

た。 「ロータリーの友」 はこれまで共に活動してきた日本のロー

タリアンが分割されてからも緊密に連絡を取り合い、 情報を共

有するための機関誌として企画されたものである。

１９５３年 （昭和２８年） １月１４日 「ロータリーの友」 創刊

１９７１年（昭和４６年）現在の「横書き」「縦書き」のカタチとなった。

「横書き」ＲＩ会長のメッセージ ・ 特別月間記事 ・ＲＩ情報

「縦書き」 日本ロータリーの情報等 （友愛の広場 ・ 卓話の泉 ・

投稿記事）

１９８０年 （昭和５５年）ＲＩの公式地域雑誌に認定

八重野一洋　会員増強特別副委員長

　委員長のもと、 何十名というリストアップ

があり、 実質７名の増強で中々良い数字

だったのではないかと思います。 次年度

も副委員長ですのでがんばります。

池永隆司　会報・出席委員長

　当初、 委員会メンバーの方に、 原稿 ・

写真 ・ 出席報告の担当をローテーション

で決めていましたが、 メンバーが急遽少

なくなったこともあり、 一部のメンバーに

負担をかけ申し訳なく思っています。 ま

た、 以前からの課題でもあります、 卓話の原稿をもらえない、

そのままでは使えない原稿が多々ありました。 今後は委員会メ

ンバーの人選も含め是非改善していただきたいと思います。 最

後に、 委員会の皆様、 そして会員の皆様、 一年間後協力あり

がとうございました。

本田実 親睦活動委員長

　本年度は、 各事業を担当制にいたしま

した

【会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式】　

　本田 ： 井上　担当にて５７名の出席にて

行われました

【納涼例会】

　崎山 ・ 山田　担当にて７０名の参加にて行われ、 セントラルホ

テルのビヤガーデンを貸切にて開催し　抽選会を行いお肉その

他の商品を持ち帰ってもらいました



ＳＡＡ：馬場貴博君

次回例会／６月２６日１８：３０～

会長・副会長・幹事交代式
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【創立記念日】

　川島 ・ 山口　担当にて６４名の参加にて行われ　余興にては

団地太鼓を入れて行われました

【忘年家族会】　

　　本田 ・ 山田　担当にて５１名の参加を頂きホテルオークラに

て会食後　メンバー及びホテルから頂いた商品の抽選会を行い

ました

【延寿会】　　　

　井上 ・ 香月　担当にて 40 名の参加を頂きワシントンホテルに

てお祝い者を祝うことが出来ました 

　

馬場貴博 ＳＡＡ

　大きなミスと言えば、 社員招待映画例

会の時に会員以外の方にもご起立頂い

たことです。 委員会の皆さんには順番に

一通り司会をして頂いた。 例会中の私語

を慎むように注意することが中々できませ

んでした。

崎元英伸 職業奉仕委員長

　当初から若い岡君、 糸瀬君を中心に

活動を行う計画でした。 岡君が映画例会

担当、 糸瀬君が職場訪問例会担当でし

た。 参加して頂いた方ありがとうございま

した。

南部建 社会奉仕委員長

　３つの事業を行いました。 去年の１１月

に東日本震災の支援バザーを親和銀行

前で行い、 １０３ ,０００円と目標の１０万円

を達成しました。 同１１月に、 佐世保西

校太鼓部の生徒さんと、 清水小学校の

ウィンドアンサンブルの生徒さんを連れ、

赤木学園の学園祭に訪問し演奏をして頂きました。

　今年６月、 特別支援学校の子供たちと、 中央ＲＣのコスモス

のコーラスに、 早岐の老人養護施設ソレイユで披露して頂き、

入居者の方にも喜んで頂きました。

岩政孝 新世代奉仕委員長

　内容的には、 芥川君の子供さんが国

際青少年交換学生ということで、 アメリカ

インディアナ州の６５８０地区に７月か８月

に行く予定ですが、 その子供さんが１年

間研修に行ったときの引率を野村幹事、

浅野副委員長に代行して頂いた。 現在のところ６５８０地区から

の交換留学生の応募がないと聞いている。

指山康二 国際奉仕委員長

　国際交流委員会とＲ財団 ・ 米山奨学の

担当。国際交流委員会：画期的な１年で、

４月に韓国の釜山蓮山ＲＣに訪問したが、

その３週間前のクラブフォーラムでの話が

現実となり、 周年事業のときだけ交流を

行うこととなった。

松尾英機 Ｒ財団・米山奨学委員長

　米山奨学と基金会を４回開催し、Ｒ財団

一人１００ドル、 米山奨学一人１万円と言

われておりますが、 最終的には従来とお

り、Ｒ財団が二人、 米山奨学が二人と決

定しました。
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