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本日の出席率８０.０％：会員数４５名・出席３５名・欠席９名・出席規定免除会員（１）０名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１６名・出席規定免除会員（１）１名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さんこんにちは。いよいよ通常例会最後の会長挨拶に

なりました。今まで私の話を聞いていただいて有難うござ

いました。１年間、毎回話すことでかなりの勉強になった

のではないかと思います。聞いていただいた皆様のお蔭で

す。感謝申し上げます。去年のＰＥＴＳ、（会長エレクトセ

ミナー）で会長の仕事は、理事会の議長と会長挨拶だと教

わりました。この二つをメインに考えてきた１年だったよ

うに思います。

　今日は各委員会の事業報告です。先週１年を振り返って

の中で私が話したことは今年度の事業の一部でしかありま

せん。各委員会いろんな事業をしていただきました。それ

ぞれに報告をお願いしたいと思います。そして１年間の活

動にお礼を申し上げます。

　さて私の会長としての最後の対外的仕事として、東日本

大震災の被災地支援キャラバンに竹本さんと、２３日、２４

日、２５日と南三陸町に行ってきます。そしてＩＭのお礼

をしてきます。今年の佐世保中央ロータリークラブの対外

メイン事業のＩＭのお礼に最後の最後に行けることは望外

の喜びです。このような機会を作っていただいた竹本さん

に感謝申し上げます。

　最後の通常例会挨拶になりますので、話すことがいろい

ろ出てくるのではないかと思っていましたが、あまり何も

浮かんできませんでした。先週の１年を振り返ってでほと

んどのことを話したからかもしれません。ただ今思うのは

この１年間いろんな経験をさせていただいて有難かったと

いう思いです。

Report

成功の法則その４６

責任自分論でしか物事は解決しない

　会長を引き受けるとき決めたことがあります。多分いろ

んな問題が出てくると思うが、全て責任自分論でいこうと

いうことです。何故なら責任他人論でいっても何も物事は

解決しないからです。どこまで出来たか分かりませんです

がこのような気持ちでやってきました。そして最後に１年

間有難うございました。

１．例会変更

     伊万里西ロータリークラブ　　 

      6月２８日（木）１８：３０～

　 　伊万里迎賓館　年度末懇親会の為

　　

２．来　　信

　・国際ロータリー

　　①２０１２年７月半期報告における変更について

　　②ロータリー財団自動定期寄付のご案内

　・佐世保ロータリークラブ  

佐世保市長表敬訪問のご案内

　日時　７月９日（月）　１０時

　・佐世保東ロータリークラブ

　　次年度第３回市内ＲＣ会長・幹事会のご案内

　　　日時　７月１８日（水）１８時３０分より

　　　場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

　・佐世保市長 朝長 則男様 

｢和牛の祭典｣佐世保市 Welcom 推進大会のお礼

　・佐世保市海の日協賛会 

海をきれいに“ビーチ・クリーンアップ”への参加のお

願い

　日時　７月１６日（祝・月）　９時より

　場所　鹿子前地区、俵ヶ浦地区

　・特定非営利活動法人Soup-Upさせぼ

　　第１０回通常総会資料の送付及び年会費請求書
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本日の合計　　　　    11,000 円

本年度の累計　　    859,000 円

坂井 智照ガバナー補佐

　先日、武雄センチュリーホテルにおきまして｢ガバナー補

佐・引き継ぎ式｣が開催されました。本年度と次年度の、ガ

バナー、地区幹事、ガバナー補佐１０人が集い握手の後、

いろんなお話をしながら、懇親会が開かれました。先ほど

田代会長からご挨拶がありましたとおり、竹本ＩＭ実行委

員長と共に、東北へ御礼に行くというお話を伺いましたが、

ありがたいことに、第５・第６グループが主管したＩＭに

ついては、先日もお褒めの言葉をいただきました。改めて

感謝する次第でございます。また、もう一つありがたいこ

とに、本年度、補佐を務めた１０人のうち、自クラブから

｢お疲れ様会｣をしてもらったのは私だけでした。先週のご

厚意に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

池永 隆司次年度親睦活動委員長

　６月２８日（木）の会長・幹事交代式は、クールビズで

はなく、上着、ネクタイ、バッジ着用となっております。

竹本 慶三ＩＭ実行委員長

　１月に開催したＩＭでは、冒頭、川崎君が制作した東北

大震災の画像が、参加者の度肝を抜きました。

　さて、明後日よさこいの踊り子を連れて田代会長と共に、

南三陸町と、パネラーを務めてくれた伊藤さんのいる気仙

沼などに行ってきます。２４日の日曜日、南三陸町の福興

市では、朝からよさこいの披露、｢がんばれ南三陸町｣と書

かれた九十九島せんぺいや、ソーメンの無料配布、移転し

た住宅への訪問等の活動を計画しています。東北の現状の

｢語り部｣となって、支援を風化させないような活動を行う

とともに、田代会長の花道をつくりたいと思っています。

committee

担当：前田 眞澄君

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

　皆さん、こんにちは。本日で最後の例会です。一年間あ

りがとうございました。来週の会長・幹事交代式も宜しく

お願いいたします。

牛島 義亮君

　本年度最後の親睦活動委員長の尻ぬぐいニコニコも今日で

終わりです。前田君は手はやけますが、本当はいいやつなん

 ■　第６回クラブ協議会 ・本年度委員会活動報告　■  

クラブ奉仕委員長　牛島　義亮君

　１年間、主に前田親睦委員長の支

援でかかわりました。特に１０００

回例会では、パスト会長の出番をつ

くるということで、パスト会長の立

場からも意見を言わせていただきま

した。前田委員長は大変耳が痛かったと思います。

会報・出席委員長 浅野 訓一君

・会報作成プロセス

　前年度、田代委員長が構築された

方式と事務局員の協力により、会報

作成過程は、簡素化されました。写

真　についても撮影後のカメラを事

務局に渡すだけとなりました。

　但し、原稿をもらえない卓話や、そのままでは使えな

い原稿も多く、原稿作成・編集にかかる時間はまだまだ

委員の負担になっています。今後、卓話を担当する会員

は、そのまま原稿に掲載できるデータ形式で、事務局に

メールしていただきたくお願い致します。協議会や、報

告会等で数名が発言する例会においても、将来は発言者

　６月　３日　井上　亮・和子　ご夫妻
　６月１１日　糸瀬　新・弘美　ご夫妻

Birthday

　昭和２５年６月　３日　田端　茂君

です。もう面倒が見られないと思うと寂しい気持ちです。今

まで虐めてごめんね。ニコニコします。

本田 実君

　１７日（日）、五島市で行われたトライアスロン（鉄人レー

ス）大会へ参加してきました。スイム３．８㎞、自転車１８０．

２㎞、ラン４２．２㎞です。タイムはスイム１時間５１分、

自転車７時間３５分、ラン５時間１７分合計１４時間４３

分で完走しました。大変疲れました。（先輩の浅野さん、タ

イムは遅いでしょうか？）なお、大会にて体重が１５時間

で３㎏減りました。ダイエットに良いですよ。（後田君、川

島君）

糸瀬 新君

　結婚記念日の花束ありがとうございました。来年で３０

年になります。来年ももらえるように頑張ります。

前田 眞澄親睦活動委員長

　お陰様で一年間無事、親睦活動委員会、本年度店じまい

できました。委員会メンバーを始め、会員の皆様、特に牛島

クラブ奉仕委員長ありがとうございました。田代会長、富永

副会長、八重野幹事１年間大変お疲れ様でした。　



第1024回　平成24年6月21号　P3 .

　が事前に原稿を作成しておくことが必要だと思います

・会報のデザイン

　田代会長に因んで、ガラスのイメージであるブルーを

　基調色にしました。デザインについては、川崎会員に

　多大な協力をいただきました。

・ロータリークラブらしい気品ある内容

　ニコニコや、卓話内容等、できるだけ気品ある内容に

　原稿を修正しました。これは、当クラブの会報をネッ

　トに公開しているので、最も大切な会報委員会の使命

　であると思います。

・例会出席率について

　５月末時点での１１カ月間の平均出席率は、約８１％。

　前年１２ケ月間より３％低下しました。

・委員の担当分けについて

　原稿作成、カメラ、出席報告、の３つの役割については、

　スケジュール通りに遂行されました。委員の皆様、1

　年間ありがとうございました。

親睦活動委員長 前田 眞澄君

・新旧会長幹事交代式

　 ２０１１. ６.３０

　 セントラルホテル　参加７６名

・納涼例会

　 ２０１１. ８. ６

　 海の駅 船番所　     参加７５名

・創立 21周年記念例会懇親会

   ２０１１.１０. ６　弓張の丘ホテル　  参加７６名

・1000 回記念例会

　 ２０１１.１２. ８　セントラルホテル  参加７１名

・延寿会

　 １０１２. ２. ９　レオプラザホテル　参加４２名

　他に、新年例会懇親会、坂井ガバナー補佐慰労会を企

画運営しました。

　今年度一番の反省点は、委員会事業費を大きくオー

バーした事です。綿密な予算立てと受益者負担を考える

ことが必要と思います。

ＳＡＡ 川島 千鶴君

　新しい企画として最初のうちは、Ｒ

Ｉテーマ、クラブテーマの斉唱をし

ていただきました。進行については、

台本がありますのでスムーズに出来

たと思いますが、もう少し大きな文

字にするなど今後検討されては如何でしょうか。

　また、筆記用具についても用意できていませんでした。

司会と音響については２人ペアで担当していただき、カ

バーし合いながらできたと思います。

クラブ管理委員長 池永 隆司君

　ロータリー情報として、年当初に

企画しておりました、入会２年未満

の新入会員セミナーを５名の会員対

象に９月に行いました。プログラム

については、会長、幹事と共に作成しましたが、一年間

を通し例会変更が多く発生し、会員の皆様には大変ご迷

惑お掛けしました。今後はもっとはっきりした形、クラ

ブ管理委員会が総合ではなく、各担当委員会を設けたほ

うがより活動しやすいのではないのかと思います。最後

に会員の皆様のご協力ありがとうございました。

職業奉仕委員長 本田 実君

　本年度の委員会事業として３項目

揚げました。

１．社員招待映画例会

　　２０１１年１１月１０日にシネ

　　マボックス太陽を会場として短 

　　縮例会後、会員及び社員、家族を招待して「新猿の

　　惑星」の上映を行い、２２６名と沢山の方に来てい

　　ただきました。

２．職場訪問例会

　　２０１２年５月１７日に名称を石岳動植物園から九

　　十九島動植物園“森きらら”に変わった職場を会場

　　として例会を行いました。２０１２年２月に卓話を

　　いただいた野村園長の説明の後、バラの香り漂う園

　　を見学しました。又、今回の昼食は２０１１年９月

　　に卓話をしていただいた宮共生会のハーベストキッ

　　チン（障がい者が作る）のお弁当を準備しました。

３．社訓、家訓、座右の銘

　　会員の社訓、家訓、座右の銘を集めることができず、

　　実施出来ませんでした。

　

社会奉仕副委員長　平岩 義明君

　昨年６月に、第１回目の委員会を

田端委員長が招集されました。そこ

で、委員長の壮大な事業計画を話さ

れ、それについて１時間議論しまし

た結果、無理があるという結論に達

しました。１年間見直しなど考えましたが、やはり無理

はあるようで、次年度に引き継ぎたいと思います。

新世代奉仕委員会副委員長　浅野 訓一君

　昨年年８月２日　委員会の勉強会を開催。元中学校

校長を務められた、蛭川先生をお招きし、現代の若者

の抱える諸問題について学習しました。

　９月１４日　特別支援学校美野田校長先生を訪問し、

今回、白浜クリーンアップ活動を中止したことについ

ての報告と、これからの活動について意見を交換しま

した。

　９月１５日の委員会卓話タイムでは、蛭川先生に卓

話をお願いしました。

　本年３月１５日の委員会卓話タイムでは、インター

ンシップについてのアンケート実施しました。

　５月３１日の卓話タイムにおいては、５月１９～２０

日に開催されたＲＹＬＡの報告を行うとともに、３月

に実施したインターンシップについてのアンケート結

果を報告しました。
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国際奉仕副委員長　川﨑 洋一君　

　本年度、国際奉仕委員会はグローバ

ルな視点で考えながら、継続している

当クラブ国際交流活動とロータリー財

団・米山記念奨学会に関する事業を統

括してまいりました。

ＳＡＡ： 福田 英彦君／音響：川島 千鶴君

次回例会／６月２８日１８：３０～

次回献立／会長・幹事交代式、円卓料理
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