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佐世保ロータリークラブ会長　　　　　　　石井　正剛様

　　　　　　　　　  幹事　　　     増本　一也様
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本日の出席率９４.７％：会員数３８名・出席３４名・欠席２名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター４名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ７名・出席規定免除会員２名

　皆さんこんにちは。 田端茂君の

冥福を祈りながらの会長・副会長・

幹事交代式を淡々と開催されたこ

とは、 会員の皆様と奥様方の田端 

茂君への気持ちが込められていた

からだと思います。

　前年度の四元清安会長、 大久

保厚司副会長、前田眞澄幹事、浅野訓一副幹事、そして役員、

理事、 地区委員の皆様この一年間大変お疲れ様でした。 親睦

活動委員長 本田実君はじめ、 親睦活動委員の皆さん、 司会を

していただきましたＳＡＡの浅野訓一君、 新ＳＡＡ委員長の平岩

義明君ありがとうございました。 松尾辰二郎拡大補佐、 チャー

ルズ W. ロック大佐の祝辞ありがとうございました。 又、 朝長則

男市長のお祝いの手紙大変嬉しく感謝申し上げます。 懇親会

では司会をしていただきました親睦活動委員副委員長 井上亮

君、淡々となごやかな司会ありがとうございました。 奥様方のコー

ラスグループ 「コスモス」、 アンコールまでしていただきありがとう

ございました。 乾杯の音頭を取っていただきました田代博之パ

スト会長ありがとうございました。 激励の言葉を頂いた指山康二

パスト会長ありがとうございました。 お謡は是非、 喜多流の稽古

をお勧めします。 「手にてつないで」 のソングリーダー川島千鶴

君と５００円レンタル衣装のわけわからない面白い人達もありがと

うございました。 大久保厚司会長エレクトの気合の入った万歳三

唱ありがとうございました。 次年度に向けての雄叫びだと思いま

す。

クラブスローガン

「淡々とロータリーを楽しむ」ありがとうの心で 
の通り、 会員皆様の協力の基、 この１年も皆様と一緒に楽しみ

たいと思います。 宜しくお願い申し上げます。 これで、 初めて

の会長挨拶を終わります。

１． 例会変更

　   ありません。

２．来　　信
・２０１３～２０１４年度ガバナー事務所
  ①２０１３～１４年度地区資金 （前期分） 送金のお願い

　　②２０１３～１４年度米山奨学会普通寄付金送金のお願い

・２０１２～１３年度ガバナー事務所
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

７月1日より８月中旬まで直前ガバナー事務所として開設

３． 伝達 ・ 通知

　　・会員名簿をセルフボックスに入れておりますが、クラブスロー            

　　 ガンの 「淡々と」 が抜けておりますので、 ご記入をお願いし 

　　 ます。

    ・ 本日例会終了後、 理事会となっております。 理事･役員の

　　  方はコスモスの間にお集まりください。

　  ・ 今週の会長業務

　　　７／１ （月）　佐世保北ＲＣ　例会出席　

　　　（第１例会で佐世保市歌を斉唱されました。）

　　　７／２ （火） 佐世保西ＲＣ　例会出席

　　　７／３ （水）　佐世保ＲＣ　　例会出席

　　　　　　　　　　　夜はホテルオークラＪＲハウステンボスで開催

　　　　　　　　　　　された第３回佐世保市内８ＲＣ会長･幹事会出席

　　　と今週は激務の週でございました。

佐世保北ロータリークラブ会長　　　　　緒方　信行様

　　　　　　　　　  　幹事　　　 横尾　　 寛様

八重野一洋 会員増強特別委員会副委員長
　６月２８日に第１回の委員会を開催しまし

た。 今年一年間の会員増強目標は５名で

す。 早急に２名の入会促進を行いたいと思

います。 各委員会で会員増強についても委

員会を開催して頂きたい。



Birthday
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昭和３１年　７月　１日　池永　隆司君
昭和２５年　７月　５日　溝上純一郎君
昭和２７年　７月１６日　崎元　英伸君
昭和１７年　７月２６日　鶴田　明敏君
昭和４６年　７月２８日　山田　伸二君

佐世保ロータリークラブ会長  石井 正剛様、幹事 増本 一也様
昨日は西村浩輝会長、 野村和義幹事、 牛島義亮パスト会

長には佐世保ロータリークラブをご訪問頂きありがとうございま

した。 今年度佐世保中央ロータリークラブにおかれましては、

来訪者１００名作戦を決行されると事、 本日は１００名中の２人

になるべく、 出席させて頂きました。

佐世保北ロータリークラブ会長 緒方 信行様、幹事 横尾 寛様
本日はお世話になります。 今年度西村浩輝会長、 野村和義

幹事のご活躍を心より祈念申し上げます。 昨年度の四元清

安会長、 前田眞澄幹事、 一年間お疲れさまでした。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事・馬場貴博
副幹事

まずは佐世保ロータリークラブ 石井正剛会長、 増本一也幹

事、 佐世保北ロータリークラブ 緒方信行会長、 横尾寛幹事

のご来訪を心より歓迎申し上げます。 本日は記念すべき第１

回例会にご出席頂き、 心より感謝申し上げます。 また、 先週

の会長･副会長･幹事交代式ではＳＡＡ、 親睦活動委員会の

皆様をはじめ会員の皆様方には大変お世話になりました。 こ

の場をかりて御礼申し上げます。 これから、 １年間色々と至ら

ぬところは多々あるかと思いますが、 どうぞ宜しくお願い致し

ます。 最後に現在とても財政難でございます。 会員増強及

びニコニコの積極的参加を節にお願い申し上げます。

クラブ管理委員会 坂井智照君、四元清安君
１年間宜しくお願いいたします。

会報･出席委員会 池永隆司君、長富寿人君、牟田憲市君、糸
瀬新君

久しぶりの会報 ・出席委員会で右も左もわかりませんので、

１年間ご協力、 宜しくお願い致します。

ＳＡＡ委員会 平岩義明君、馬場貴博君
１５年ぶり２回目のＳＡＡです。 指山委員長のもとでの１５年前

が懐かしく思い出します。 西村丸のもとで頑張ります。 宜しく

お願い致します。

職業奉仕委員会 崎元英伸君、福田英彦君、岡光正君
崎元委員長率いる職業奉仕委員会です。 楽しい委員会を目

指します。 どうぞ１年間宜しくお願い致します。

社会奉仕委員会 南部建君、宮崎正典君、田代博之君
１年間宜しくお願い致します。

国際交流委員会 指山康二君、橋口佳周君、八重野一洋君

１年間宜しくお願い致します。

ロータリー財団・米山奨学委員会 松尾英機君、前田眞澄君、
鶴田明敏君、大久保厚司君

今年度ロータリー財団･米山奨学委員会を担当します。 西村

会長をサポートして頑張ります。

本田実君
６月２３日にありました五島長崎国際トライアスロン出場のた

め、 今日来訪されている緒方信行会長のところでプールを習

い、 練習してまいりましたが、 ドクターストップがかかり、 あえ

なく欠場致しました。 来年に備えます。

池永隆司君
誕生日祝い、 ありがとうございます。

香月章彦君
先日の中央会にて奇跡的にも優勝させて頂きました。 当日ご

一緒させて頂きました田雑さん、 福田先生、 糸瀬さんありが

とうございました。

親睦活動委員会 本田実君、井上亮君、川島千鶴君、香月章
彦君、山口裕之君、山田伸二君

西村丸の船出を祝いニコニコします。

本日の合計　　　　   48,000 円

本年度の累計　　　　85,000 円

坂井智照 クラブ管理委員
　昨年同様に例会第３週にロータリー情報

を報告いたします。

前田眞澄 前幹事
　富永博美君が６月２１日をもって退会さ

れましたので、 ご報告致します。。
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西村浩輝会長
◎クラブスローガン
　「淡々とロータリーを楽しむ」 ありがとうの心で と

　大らかな気持ちでありがとうと何回でも言っていきたい

◎２０１３～２０１４年度　ＲＩのテーマ
　　ロン D. バートン RI 会長による

　 「ロータリーを実践し、 みんなに豊かな人生を」

◎第2740地区の塩澤恒雄ガバナーによる地区方針目標は、
　①ロータリーの実践、 行動するロータリアンを目指して

　　「思いやり」 「明るさ」 「健康」

　②魅力あるクラブづくり

　　会員増強、 純増、 各クラブ２名以上

　③「未来の夢計画」 の実践

　　財団の補助金を活用し、地域社会のニーズに応えたプロジェ

　　クトに取り組む

　　ロータリー財団寄付目標　会員一人あたり１００＄以上

　④明日を担う人づくり

　　 ロータリーの未来は新世代の人々の壮健にかかっています。

　　 若者のリーダーシップ育成を支援する。

　　 米山記念奨学会寄付目標　会員一人あたり　１６,０００円

　塩澤恒雄ガバナー （平戸） は佐世保中央ＲＣのチャーターメ

ンバーです。 第６グループ　川崎伸一ガバナー補佐の指導を

受けながら、 全面的に協力申し上げたいと思います。

　地区委員会へ出向されている　坂井智照社会奉仕委員長、

前年同様宜しくお願いします。 又、 前田眞澄君は社会奉仕委

員です。 宜しくお願いします。 井上亮クラブ奉仕統括委員は前

年は会員増強委員でしたし、 今年は当クラブの会員増強特別

委員です。 楽しみにしています。

　今年度、 佐世保中央ＲＣは、 ３つの指針を淡々と進めていくこ

とにしました。

１つ目
　　会員増強

２つ目
　　１００％出席のお願い

　　ビジター１００名以上目標

３つ目
　　ニコニコ BOX　目標は定めませんが

１つ目の会員増強特別委員会
　３８名の会員数で、 出航する２３年目の佐世保中央ＲＣです。

田雑豪裕委員長のもと、 交代式の翌日には早速会員増強特別

委員会が開かれ、２名を近日中にまとめたいとのこと、心強く思っ

ております。 委員会が今後も活発に開かれ、 委員会報告の朗

報がどんどん報告されると思います。 皆様の協力も必要かと思

います。 情報をどんどん会員増強特別委員会へ流して欲しいと

思います。 仲間を増やすために、 まず自分たちが楽しみ、 知り

合いに自慢できるクラブを創る。 その基になるのが例会です。Ｓ

ＡＡ 平岩義明委員長のもと、 今からもロータリーライフを楽しみ

ましょう。

　佐世保市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会が３月、 ５月、 ７月ともう三回経

験することができました。 対外的にも出ていけて、 それらの情報

をクラブ運営に生かしていければ楽しいです。

２つ目の１００％　出席要請
　　会報 ・出席委員長　池永隆司君と佐世保中央ＲＣ　例会場

（出席という美しき友愛を） 基本は大切なものです。

　今回、 原稿を練り始めて色々考えていること

ロータリーは１００％出席が基本ではないかと思っていたのです

が、 仕事あってのロータリー。 そう無理をする必要はないと思い

始めています。 しかし、 １００％出席達成された人には会長賞を

合わせて贈りたいと思います。 口では言えないすばらしい賞品

を考えたいと思います。 ロータリーが楽しく面白ければ、「来るな」

と言っても来たいと思いませんか。 そのようなクラブになれば出

席も良くなると思います。 これを皆さんと一緒に考え、 淡々と楽

しみながら入会して頂いてありがとうございますと言いたいです

ね。

３つ目が、ニコニコＢＯＸ　　　

　親睦活動委員長　本田実君　よろしくお願いします。 「托鉢」

雲水僧が各戸で布施する米銭を鉄鉢で受けてまわる。「喜捨箱」

というものがお寺にありますので、 入会しても違和感はありませ

んでした。 「私」 のお金を正しく美しく使ってもらうために、 生活

に差し障りのないお金を喜んで差し上げる。 その施しをすること

で、 どこからかご褒美をいただくというのが 「喜捨」 というお釈迦

様の教えです。 そして喜ばれる形で使われた結果として自分の

所にその喜びが返ってくるようになるらしいのです。 ニコニコをど

んどん出すことにより、 幸せが自分の所に返ってくるようになると

思います。

　　　　

　最後になりましたが、 田端茂君の死がクラブの危機感をより増

強され、 会員の 「会員増強を」 という気持ちがより強くなってい

るのは、 田端茂君の意志 （スピリット） がこの一年間働いている

と思っています。

　失敗しても笑って許してくれる会員の皆様です。 お願いしなく

てもそのようになっているのが、 我が佐世保中央ＲＣですから楽

しくやりましょう。

   《　クラブ運営方針表明　》 　 

ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／７月１１日１８：３０～

次回献立／まかない丼、野菜お浸し、豚汁
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