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本日の出席率８９.５％：会員数３８名・出席３２名・欠席４名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ６名・出席規定免除会員（２）２名

　皆様今晩は。 涼しくなったかなと

思っていましたが、 まだまだ残暑

が頑張っているようです。

　今日は第２７４０地区第６グルー

プ 川﨑伸一ガバナー補佐訪問例

会です。 川﨑伸一ガバナー補佐、

川副源太郎ハウステンボス佐世保

ＲＣ会長、  ご来訪ありがとうございます。 ５時３０分より懇談させ

て頂き、 有意義なお話ありがとうございました。 今後もご指導宜

しくお願いします。 各委員長さんには委員会報告宜しくお願い

します。

　先日９月７日 ( 土 ) に、 武雄センチュリーホテルにおいて、 職

業奉仕セミナーが開催されました。 崎元英伸委員長と、 入会３

年未満ということで山口裕之君と３人で出席させていただきまし

た。 特別講演は、 第２６８０地区パストガバナー石井良昌講師に

よる 「ロータリーの樹」 と 「職業奉仕を考える」 の２部構成での

講演でした。

　２０２０年、 東京オリンピックの開催が日曜日の早朝決定しまし

た。 チームワークで今回のオリンピック招致を得られたのです。

前日の夜、 最後のプレゼンテーションがあり、 それぞれの立場

からメッセージを発信し、 東京だけでなく日本という 「チーム」

の全ての力が結集されたものでした。 私がその中で一番感じた

台詞は、滝川クリステルの「お - も - て - な - し」という言葉でした。

もっとも日本語でしたから良く理解できたんですが、 今日の川﨑

伸一ガバナー補佐、 来週の塩澤恒雄ガバナー公式訪問、 又、

１０月１０日の創立２３周年記念式典の来賓の皆様、 釜山蓮山Ｒ

Ｃの皆様をおもてなしの心でお迎えしたいと思います。 ありがとう

ございました。

崎元英伸 職業奉仕委員長
　９月７日 （土） 武雄センチュリーホテルで開催された第２７４０

地区職業奉仕セミナーに会長、 山口君と３人で出席しました。 ２

時間の特別講演を聞きましたが、 理解度は未知数です。

牛島義亮 中央会会長
　９月２１日 （土） ２０１３年～１４年度第１回中央会は現在２１名の

参加予定です。 又、１０月１２日 （土） にソロプチミスト佐世保パー

ル主催の第１６回チャリティゴルフ大会が佐世保カントリー倶楽部

で開催されます。

 １．例会変更
　　 佐世保西ロータリークラブ

　 ９月１７日 （火） 休会　定款第６条第１節により　

　　　   ９月２４日 （火） １２：３０→１８：３０～

　　　　 山暖簾　　夜の例会のため

　

　　北松浦ロータリークラブ
　　　９月１７日 （火） １２：３０→９月１５日 （日） ９：００～

　　　　 佐々川河川公園　空き缶及びごみ収集のため

　　佐世保南ロータリークラブ
　　　９月２０日 （金） １２：３０→１８：００～

　　　　 ニミッツパークピクニックパビリオン　観月例会のため

　    
２．来　　信
    ・ガバナー事務所
　   ①職業奉仕セミナー出席のお礼

　   ②恒久基金／大口寄付アンケート

    ・長崎がんばらんば大会実行委員会事務局
　　  募金のお願い

　　

３．伝達・通知
　　 ・ 来週は塩澤恒雄ガバナー公式訪問例会です。 食事を１２

　　　 時より準備しますので、 １２時半までにお済ませ下さい。
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第６グループガバナー補佐 川﨑伸一様
ガバナー補佐を仰せつかりました。 1年間お世話になります。

本年度はロータリーを楽しんで、 実施してみたいと思っており

ますので、 宜しくお願い申し上げます。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ会長 川副源太郎様・
パスト会長 増本恒彦様

西村会長、 野村幹事、 先日はハウステンボス佐世保ＲＣの

例会にお越し頂きありがとうございました。 又、 中央ＲＣの会

員の皆様には日頃よりお世話になっております。 本日は川﨑

ガバナー補佐に同行させて頂きました。

佐世保ロータリークラブ 円田昭様
第５グループですので、 第６グループの川﨑伸一ガバナー

補佐訪問例会にメイクアップしたかったのですが、 所用で出

席できません。 1 年間健康に気を付けて頑張って下さい。

佐世保中央ＲＣのご指導宜しくお願いします。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
皆様こんばんは。 残暑厳しい中例会にご出席頂きありがとう

ございます。 また、 本日ご来訪頂きました、 ガバナー補佐の

川﨑伸一君、ハウステンボス佐世保ＲＣ会長 川副源太郎君、

パスト会長 増本恒也君、 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。 本日はガバナー補佐訪問クラブ協

議会です。 例年になく思い切り時間を削減したクラブ協議会

です。 皆様方の協力を宜しくお願い申し上げます。

指山康二君・岩政孝君
Across America MAN CAVE の仲間、 友人の川﨑伸一ガバ

ナー補佐のご来訪、 喜んでいます。 1 年間頑張って下さい。

　
大久保厚司君

ゴルフシングルの川﨑伸一ガバナー補佐のご来訪、 歓迎致

します。

坂井智照君・井上　亮君・四元清安君・崎山信幸君
本田　実君・山口裕之君・山田伸二君

川﨑伸一ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。 本日は宜

しくお願い致します。

会報・出席委員会、ＳＡＡ委員会、社会奉仕委員会
ガバナー補佐 川﨑伸一様のご来訪を歓迎してニコニコしま

す。

職業奉仕委員会
ガバナー補佐 川﨑伸一様のご来訪を歓迎致します。 又、

ハウステンボス佐世保ＲＣ川副会長並びに増本恒彦パスト会

長のご来訪ありがとうございます。

新世代委員会
長富寿人、 牟田憲一、 岩政孝、 浅野訓一は川﨑伸一ガバ

ナー補佐が本年度の役職を万全に果たされます事を心より

願っております。 又、 ハウステンボス佐世保ＲＣ川副会長並

びに増本恒彦パスト会長のご来訪ありがとうございます。

本日の合計　　　　   42,000 円

本年度の累計　　　248,000 円

国際奉仕委員会、国際交流委員会、Ｒ財団・米山記念奨学委員会
第６グループガバナー補佐 川﨑伸一君のご来訪を感謝申し

上げます。 特に新しく変わります、Ｒ財団 「未来の夢計画」

のご指導宜しくお願い致します。

　皆さん、 こんばんは。 ２０１３年－２０１４

年度　第２７４０地区　第６グループ　ガバ

ナー補佐を仰せつかりました、 ハウステン

ボス佐世保ロータリークラブの川﨑伸一と

申します。 １年間何卒宜しくお願い申し上

げます。

　まずは、 私事ではございますが昨年１２月に退会致しました、

弟 川﨑洋一が大変お世話になり、 有り難うございました。 子育

てが落ち着きましたら、 また佐世保中央ロータリークラブにお世

話になる事があろうかと思いますので、 宜しくお願い致します。

      

　次に、 どうしても触れなければならない事が、 田端会員の急

逝でございます。急逝の第一報は四元直前会長から頂きました。

「川崎君、 仲良かったけんが」 との事でお知らせ頂きました。 四

元直前会長、 その節はご連絡頂き大変ありがとうございました 。

川﨑伸一ガバナー補佐訪問例会　

■ 第３回クラブ協議会 ■

　　　　　　クラブ協議会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司会　平岩義明 ＳＡＡ

　 １． 点鐘                                  西村 浩輝会長

　 ２． 開会の辞　　　　　　　      　    山瀧 正久副会長

 　３． ガバナー補佐挨拶　　　  　　　川﨑 伸一ガバナー補佐

　 ４． 今年度クラブ運営方針　　 　　西村 浩輝会長

　 ５． クラブ現況報告　　　　　　  　　野村 和義幹事

　 ６． 委員会活動計画

　　　 ①クラブ奉仕委員会　　　　　　田雑 豪裕委員長

　　　 ②職業奉仕委員会　　　　　　  崎元 英伸委員長

　　　 ③社会奉仕委員会　　　 　　　 南部 　 建委員長

　　 　④新世代奉仕委員会            岩政 　 孝委員長

　　　 ⑤国際奉仕委員会               指山 康二委員長

　　　 ⑥予算報告　　　　　　　　　　　 坂井 智照会計

　 ７． 質疑応答

　 ８． ガバナー補佐所感　　　　　　　川﨑 伸一ガバナー補佐

　 ９． 謝辞及びバナー贈呈　　　　 　西村 浩輝会長

 １０． 閉会の辞　　　　　　　　　　　　　大久保 厚司会長エレクト

 １１． 点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　西村 浩輝会長

川﨑伸一ガバナー補佐挨拶　



心より、 ご冥福をお祈り申し上げます。

　西村会長の運営方針にもございますように、 田端会員の意志

を引き継ぎ会員増強に会員一丸となってご尽力されますようご祈

念申し上げます。

 本日は、 お役目でございますので、 佐世保中央ロータリークラ

ブのクラブ協議会 へ参加させて頂きますので、 宜しくお願い申

し上げます。 本年度は、 昨年度に開催されました規定審議会

の決定を受け、 少しずつでは ありますが、 ロータリーが変わっ

て来ていると思わせる様な決定がされてお りますし、ＣＬＰの導入

やロータリー財団の 「未来の夢計画」 等も始まります。

      

　微力ではございますが、 皆様と共にロータリーを楽しみ、 実践

して行きたいと思っておりますので、 宜しくご指導の程お願い申

し上げます。

◎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」
　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

◎２０１３～１４年度ロータリーのテーマ
　 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」と

◎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ＲＣ）は佐世保中央ＲＣのチャーター

メンバーです。 第６グループ川﨑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。 地区へ

出向されている坂井智照地区社会奉仕委員長、 前年同様よろ

しくお願いします。 又、 前田眞澄君地区社会奉仕委員、 宜し

くお願いします。 井上亮クラブ奉仕統括委員、 前年は会員増

強委員でしたし、 今年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、

今年度クラブ運営方針　西村 浩輝会長　

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ＲＣです。 　

　田雑委員長のもと、 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。ＳＡＡ

　平岩義明君のもと、 今からもロータリーライフを楽しみましょう。

　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つ目は１００％　出席要請　

　会報 ・ 出席委員長 池永隆司君、 よろしくお願いします。

　今回、 原稿を練り始めて色々考えているとロータリーは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

　みながら入会していただ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、 会員の気持ちが会員増強を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、 我佐世保中央ＲＣ

ですから楽しくやりましょう。

　我が佐世保中央ＲＣも創立２３年目を迎えました。 また、 今年

は平和の祭典オリンピックがロンドンで開催され、 日本人選手

の活躍は、 目をみはるものがありました。 日本の諸外国との国

際関係も改善されるものと期待します。
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クラブ概況報告　野村和義幹事
現況報告書参照

田雑豪裕 クラブ奉仕委員長
　円滑にクラブを機能させるという事で４つ

の委員会を担当しています。

　①クラブ管理委員会

　　職業分類、 プログラム、 会員選考、　

　　会員増強、 ロータリー情報の５つの委

　　員会を一つにしたもの

　②会報 ・ 出席委員会

　　例会出席９０％、 修正出席率１００％を目標

　③親睦活動委員会

　　メンバーを振り分けて担当を決めて各事業を行う

　④ＳＡＡ委員会

　　 スムーズな例会運営と会場監督

崎元英伸 職業奉仕委員長
　社員招待の映画例会を企画

　１０月の職業奉仕月間に新入会員の卓話

　来年春に職場訪問例会の予定

南部建 社会奉仕委員長
　前年に続いて地区補助金を申請し、 無

事１６ ,０００米ドル頂くことになりました。 長

崎県立佐世保特別支援学校の児童を老

人施設や学校のイベントに参加、 発表で

きるような場をもうけ、 交流を活発にして

いきたい。 その一つとして１１月に赤木学

園の学園祭で発表をしてもらう予定です。

それから、 来年１月～２月に活動を計画しています。 又、 １１月

９日 （土） に東日本大震災復興支援チャリティバザーを計画して

います。

岩政孝 新世代奉仕委員長
　昨年、 青少年委員会から新世代奉仕委

員会にかわり、 来年から青少年委員会に

呼び名が戻りますが、 ３０代前半までの人

達を対象の活動であろうと思います。 戦

争を知らない世代。 若い型の考えも変貌

しているのは事実でロータリーが何をして

いけばいいのか会員の中で話し合います。ＲＹＬＡの協力も行っ

ていきます。

指山康二 国際奉仕委員長
　国際交流委員会、 ロータリー財団 ・ 米

山記念奨学委員会の２委員会に関する事

業を担当します。

　国際交流委員会→１０月１０日の創立２３

ＳＡＡ：馬場貴博君

次回例会／９月１９日１２：３０～

次回献立／幕の内弁当

周年記念例会に釜山蓮山ＲＣが訪問され、 来年４月に佐世保中

央ＲＣが釜山蓮山ＲＣを訪問と毎年友好を深めています。 そろそ

ろ交流の深め方を考える時期にきているのではないか、 たとえ

ば１年おきの訪問。 又は英語圏のＲＣとの姉妹締結を模索して

いきたい。

　ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員会→未来の夢計画という

新しいプログラムがスタートしていますが、 １０月２０日にセミナー

があり、 １２月の第１週の例会に地区の財団委員長に卓話をお

願いしているので、 皆さんと一緒に勉強していきたい。

坂井智照 会計
　会員が減少しているため、 全ての委員

会で昨年同様に活動しようとするとお金が

足らないので、 周年事業基金を少なめに

しています。 クラブ奉仕委員会 田雑委員

長のもと、 着々と新入会員が入会すると

いう話を頂いております。 下半期を４３名

という５名増の予算で組み込まれていますので、 ご協力宜しくお

願いします。

川﨑伸一ガバナー補佐所感
　皆様の委員会活動計画、 色々な所で頑張っていらっしゃる感

じがします。 皆様から会員が減ったので４０名、 それ以上にした

いという意気込みが感じられました。 社会奉仕委員会ではチャリ

ティバザーをされるなど、 あらゆるところで社会奉仕活動をされ

ています。 国際奉仕委員会は是非、 韓国とロータリーを通じて

友好を深めて頂きたいと思います。 ロータリー財団は地区補助

金の額はあまり変わりませんが、 日本事務局に申請していたの

が、 地区の財団委員会に申請するシステムに変わります。

２０１３～１４年度委員会活動計画　
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