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本日の出席率７７.８％：会員数４５名・出席３２名・欠席１０名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３４名・メークアップ８名・出席規定免除会員２名

　先週の１１月１３日の映画例会、

親睦委員会の皆様お疲れ様でし

た． 久しぶりに義勇を通じて本来

の 「武士道とは死ぬこととみつけ

たり」 の意味を感じることができま

した。

　　また、 2014-2015 年度の 2740

地区大会は宮﨑ガバナーの 「地域に輝くロータリー　平和の灯

をともそう」 のスローガンの下， 地元諫早 L&L ホテルセンリュウ

において 「ＲＩ会長代理歓迎晩餐会」 が１４日に催され、 私と妻、

本田幹事ならびに坂井地区社会奉仕委員長の 4 名が出席しま

した。 15 日は諫早文化会館で開催された地区大会と懇親会に

当クラブから 16 名が出席し無事終了しました。 この大会で佐世

保中央ロータリークラブは 2 つの表彰を授与致しました。 100%

例会出席表彰と会員増強表彰です。 次週例会時に地区大会の

報告をしたいと思います。

　先週の例会から様々なニュースが流れました。 明日２１日、 衆

議院解散選挙が決定致します。 しばらくは政治に関係するマー

ケットとなるでしょう。

　また、 先週は EU 宇宙機関 （ESA） の彗星探査機 「ロゼッタ」

の着陸用小型機が 「チュリュモフ ・ ゲラシメンコ彗星 / 約 2.5 x 

4.1 x 1.3km はイトカワ 0.54 x 0.27 x 0.21km でスピードは同じ最

高時速は 10 万 km/h ・ 体積 約 400 倍で大きさ 9 倍、 核全体の

質量は 1013 kg」 の表面で２回、 バウンドして着陸したとの報告

があり、 地球の誕生した頃の水の様子や起源などが判明するこ

とができると考えられます。 尚、 ロゼッタは分析データーを送っ

てくるだけで、 地球には帰ってきません。

　福岡県出身の高倉健さん悪性リンパ腫で１０日に死去、 ８３歳。

日本やハリウッド、 中国までもが哀悼の意を示しています。 自身

を 「不器用」 と言い、 武骨で口数は少ないが、 人の情を大事

にする素朴で偉大な俳優だったと思います。 １９６０年代に大人

気となった 「網走番外地」 「日本侠客伝」、 ７７年 「幸福の黄色

いハンカチ」、　９９年 「鉄道員 （ぽっぽや）」 が代表作でしょうか。

１２年の平戸でロケされた 「あなたへ」 が遺作となりました。 偶然

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

佐世保ロータリークラブ　 　　　　　　   　山口　剛史様

１．例会変更

　　 伊万里ロータリークラブ

　　  １２月　３日 （水） １２：３０→１８：００～

　　　　王将　忘年会例会の為　　　　　　　

　　伊万里西ロータリークラブ

　　   １２月　４日 （木） １８：３０～

　　　　伊万里迎賓館　親睦家族会の為　

　　　１２月２５日 （木） 平成２７年１月１日 （木） 休会

　　　　定款第６条第１節により　

　　　北松浦ロータリークラブ

　　   １２月　２日 （火） １２：３０→１２月　６日 （土） １８：００～

　　　　年度末家族懇親会の為

　　　平成２７年１月　６日 （火） １８：３０～

　　　　青葉荘　新年祝賀会のため

　　　１２月２３日 （火） １２月３０日 （火） 休会

　　　　定款第６条第１節により　　　

　　　佐世保南ロータリークラブ

　　   １２月２６日 （金） 平成２７年１月　２日 （金） 休会

　　　　定款第６条第１節により　　

　　　佐世保東南ロータリークラブ

　　   １１月２６日 （水） １２：３０→１０：００～

　　　　九十九島動植物園森きらら　園内テーブル ・ 椅子設置の為　

　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　   １２月　２日 （火） １２：３０～

　　　　ハウステンボス 「トロティネ」　例会場使用不可日の為

　　　１２月　９日 （火） １２：３０→１２月１４日 （日） １８：００～

　　　　ハウステンボスレストラン船 「デハール」

　　　　クリスマス家族例会の為

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 松本　一盛様                         

ですが、 ０９年の１１月１０日に同じく国民的俳優の森繁久弥さん

が 96 歳で、 また 12 年の同日には森光子さんが 92 歳で死去さ

れています。 謹んでご冥福を祈りたいと思います。
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本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　  430,000 円

■ 年 次 総 会 ■

佐世保ロータリークラブ山口　剛史様

久しぶりにお邪魔します。 今日はお世話になります。

大久保会長・浅野副会長・本田幹事

１１月７日の立冬を過ぎ、 中旬から一段と寒さを感じるように

なってきました。 空気が乾燥し、 火災が発生しやすい時期

です。 火災予防に気を配りましょう。 また、 ２日前の１１月１８

日は土木の日でした。 １１と１８を漢字に変えて （十一と十八）

組み合わせて土木の日と決められたようです。 ね、 嘉村君。

指山康二君

３７回目の結婚記念日でした。 可愛い花、 ありがとうございま

した。 花のプレゼントはくっけん広場になったんですね。 私

が創ったくっけん広場、 うれしいですね。

田雑豪裕君・岩政孝君

誕生日祝いありがとうございます。

平岩義明君

結婚記念日のお花ありがとうございます。

１．開会の辞

２．出席者の確認（定数報告 本田実幹事）

　　　佐世保中央ＲＣ細則第５条第３節により、 会員総数４５名　

　　　の３分の１である１５名を上回っており成立が確認された。

３．議長選出

　　　佐世保中央ＲＣ細則第４条第１節により大久保会長を議長

　　　とする。

４．議事録作成者指名(議長指名）

　　　議事録作成者に浅野副会長が指名された。

５．審議事項

　　１） １号議案 ２０１５－２０１６年度役員 ・ 理事選出の件

　　　　西村浩輝指名委員長より、 会長 ・ 溝上純一郎君、　　　

　　　　副会長 ・ 池永隆司君 ・ 崎山信幸君、

　　　　直前会長 ・ 大久保厚司君、 会計 ・ 井上亮君、

　　　　理事・竹本慶三君、 宮﨑正典君、 糸瀬新君、岡光正君、

　　　　香月章彦君、　岡田文俊君、 会長ノミニー・山瀧正久君、

　　　　との報告があり全員の拍手で承認された。

　　２） その他　　なし

６．閉会の辞　

≪次年度役員・理事予定者挨拶≫　　　　　　

副会長：池永隆司君

　次年度、 創立２５周年の副会長をおおせつかりました。 会長

を陰ながらおささえしていきたいと思います。

副会長：崎山信幸君

　池永副会長予定者と共に会長予定者をしっかりおささええし

ていきますので、会員皆様方の御支援をよろしくお願い致します．

会計：井上亮君

　溝上会長を盛り立てて一年間頑張りたいと思いますので、 よ

ろしくお願いします。

　　   １２月２３日 （火） １２月３０日 （金） 休会

　　　　定款第６条第１節により　　

　　　

２．来　　信

・ガバナー事務所

　①社会奉仕セミナーにおいて

　　　２０１４～１５年度地区補助金事業の発表のお願い

　②２０１５年ロータリー国際大会参加及びツアーについて

　③２０１５～１６年度国際青少年交換学生 ( 受入れ） について

・地区大会事務局

　地区大会ご出席 ・ ご協力のお礼

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２８年１１月１０日　濵田　憲治君
昭和３１年１１月１１日　岩政　　孝君
昭和３３年１１月１３日　南部　　建君
昭和２８年１１月２６日　田雑　豪裕君

１１月１２日　指山　康二・いづみご夫妻
１１月１２日　山田　伸二・美香　ご夫妻
１１月２４日　平岩　義明・晴美　ご夫妻

川島千鶴君

誕生日及び先日の映画例会とお世話になりました。 ニコニコ

します。

馬場貴博君

誕生日のプレゼントありがとうございます。 私事ですみません

が、 来年の１月１０日の息子の結婚式に御参席頂き、 ありが

とうございます。 年始の忙しい中、 よろしくお願い致します。
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　ＳＡＡ：四元清安君　次回例会／１１月２７日１２：３０～　次回献立／ビーフシチュー、コンソメスープ、サラダ

理事：宮﨑正典君

　入会して今年で４年目、 ２５周年、 韓国釜山蓮山ＲＣとの交

流年、 フランスからの国際青少年交換学生の受け入れなどの

多くの事業がありますので、 一生懸命頑張ります。

理事：糸瀬新君

　２０１１年入会で満４年というところですが、 理事は初めてでご

ざいます。 微力ながら溝上会長をおささえしていきたいと思い

ます。

理事：岡光正君

　皆さんこんにちは。 本年度に続き、 理事に拝命頂きました岡

光正です。 どうぞ宜しくお願い致します。 先程ご紹介された、

糸瀬君・宮﨑君とは同期入会です。 ロータリー歴が浅く何分

経験不足で、 皆様方にご迷惑をお掛け致しますが、 溝上会

長を支えて一生懸命に頑張りますのでご協力をお願い致しま

す。

理事:岡田文俊君

　理事に就任するよう指名委員会の西村委員長よりご依頼が有

り、 まだ入会して１年強の未熟者ですので、 大変恐縮しており

ます。 入会の際の週報を翻って見ますと、 ロータリーの綱領が

目的に変わったと坂井さんが紹介されておりました。 奉仕、 道

徳に加えて倫理そしてネットワークに発展すると理解しました。

ネットでの情報社会で嵐のように凄まじい共有化が起こってま

す。 我々もリスク管理の上で難しい対応を求められています。

色々な面で経験の浅い者ですが一生懸命務めさせていただき

ますので、 よろしくお願いします。

会長ノミニー：山瀧正久君

　会長ノミニーに選出された　山瀧正久です。 西村指名委員長

からお話があった時は、ロータリー経験も浅く、私よりも先に成っ

てもらう人が何人もおられるではないですか、 と話をさせていた

だきました。 諸々の事情をお聞きし、 自分の年齢も考えて引き

受けることといたしました。

　皆が明るく、 和気あいあいの中央ロータリーの良いところを大

事にして行けるようにと思っております。 よろしくお願いします。

幹事：馬場貴博君

　次年度幹事予定者の馬場です。 大変緊張をしておりますが、

まずは皆様のご承認ありがとうございます。 先ほど 「初物ばっ

かりやっか！」 とのご心配の声が会場の中にありましたが、 自

分自身が初物同様ですのでご心配の件よく理解をしているとこ

ろです。 まだまだ御心配なてんがあろうかと存じますが歴代の

幹事、 また今年度の本田幹事にも教えを請いながら進めてい

けたらと思っております。 どうぞ皆様方のご指導ご協力をお願

い致します

会長：溝上純一郎君

　佐世保中央ロータリークラブ会員の皆様、 本日は承認頂きあ

りがとうございます。 西村指名委員長自はじめ指名委員会、 委

員の皆様、 ありがとうございます。

　２０１５～２０１６年の会長を就任するにあたり、 昨年会長ノミ

ニーになった一年前から準備をしてきました。 ２３年前に入会さ

せて頂き、 いつかは会長職を引き受けることも考え思ってきまし

た。 仕事の業務を整理し、 次年度会長を務めさせて頂きます。

　ロータリークラブの基本理念の一つである四つのテスト、 「真

実かどうか、 みんなに公平か、 好意と友情を深めるか、 みん

なの為になるかどうか」 この四つのテストは非常に難しい事と思

いますが、 肝に命じて努めさせて頂きます。
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