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本日の出席率７６.９％：会員数４０名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）２名

 皆さん、 こんにちは。 寒さが続い

ておりますが、 体調に気を付けて

下さい。 フィリピンでは台風３０号

による大被害の支援活動にヘリ空

母 「いせ」 が出航しています。 又、

このセントラルホテル佐世保のオー

ナーが変わったりしております。

　

　今日は年次総会が開かれます。 次年度役員と理事の選出・ 承

認が行われます。 皆様のご協力をよろしくお願い致します。 い

よいよ大久保丸の出航準備が半年かけて行われます。 次年度

役員・ 理事の方の活躍を期待しております。

　先週、 職業奉仕委員会のお世話で社員招待映画例会が開か

れました。 社員の皆様と家族の方に、 多数の出席を頂きお礼

申し上げます。 ありがとうございました。 又、 特定非営利活動法

人長崎県水難救済会からの青い羽根募金活動に寄付をしたこ

とで、 団体表彰を受けました。 といっても、 卓話のお礼をニコニ

コＢＯＸへと返されたのをそのまま募金をしたものです。 今後もよ

ろしくと念を押されておりますので、 皆様の協力をお願いするこ

とがあると思います。 よろしくお願いします。 １１月９日、 社会奉

仕委員会の東日本大震災復興支援バザーも皆様のご協力によ

り１０万円を超すこともできました。 重ねてありがとうございました。

１１月１７日に開催されたえぼし ・ 赤木学園の学園祭に、 佐世保

西高等学校の太鼓部、 清水小学校の軽音楽部の演奏をお世

話していただきました。 会場の方々にも喜んで頂けました。 本

当にありがとうございました。 それぞれ様子がわかる写真を撮っ

ておりますのでご覧下さい。 同日に地区社会奉仕セミナーも開

催されております。 皆様のご協力ありがとうございました。

　喜んでもらえる事をするということは、 ロータリー精神の一つだ

と思います。 人間は喜ばれると嬉しいということを感じることがで

きる唯一の動物だと思います。 それが、 自分の健康にも精神的

にもいいのではないかと思っていますが、いかがなものでしょうか。

南部建 社会奉仕委員長
　１１月　９日 （土） 東日本大震災チャリティーバザーに多くの

商品を提供して頂きありがとうございました。 お陰様で１０万

３千円の売り上げをあげる事ができました。 そして、 １７日のえ

ぼし ・ 赤木学園の学園祭にご協力を頂きました皆様、 ありが

とうございました。

　

八重野一洋 会員増強特別委員会副委員長
　１１月２７日 （水） １８時３０分から第４回会員増強特別委員会

を開催します。 宜しくお願いします。

 １．例会変更　　
　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　 １２月　３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１０日 （火） １２：３０→１２月８日 （日） １８：００～

　　　　 レンブラントホール　クリスマス家族例会の為

　　　　 １２月３１日 （火） 休会　定款第６条第１節により

　　　　

      佐世保東ロータリークラブ
　　　　 １２月１２日( 木） １２：３０→１２月２１日( 土） １８：３０～

　　　　 ホテルオークラＪＲハウステンボス　クリスマス家族会の為

 　　　  平成２５年１２月２６日 （木） 休会　定款第６条第１節により

　　　　 平成２６年　１月　２日 （木） 休会　　　　　　〃

２．来　　信   

    ・ガバナー事務所
　　  １）  ＲＩ日本事務局からのメール配信サービス開始のご案内

　　　２） 半期報告に向けた準備についてのご案内

　　  ３） 社会奉仕セミナー出席のお礼

　　  ４） 青少年交換学生オリエンテーション及び壮行会のご案内

　　　　　日時　１２月１日　１６時より　

　　　　　場所　長崎インターナショナルホテル　　　　　 　　　　

　  ・ロータリーの友事務所
　　  英語版Ｎｏ． ７２の送付
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久し振りのメーキャップです。 よろしくお願い致します。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
いつのながら、 淡々と例会にご出席頂き、 ありがとうございま

す。 また、 本日は佐世保北ロータリークラブの日高省三君の

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。 先週の映画はいかがだったでしょうか？職業奉仕委員

会の皆様、 シネマボックス太陽の牛島社長様スタッフの皆様

方には大変お世話にまりました。ありがとうございました。さて、

本日は年次総会です。 次年度の役員・ 理事を決める大事な

総会ですので、 皆様方のご協力を宜しくお願い致します。

坂井智照君
１１月１７日 （日） 国際ロータリー第２７４０地区２０１３～１４年度

社会奉仕セミナーを開催させて頂きました。 総参加人数、

百数名のご出席を頂き、 無事終わることが出来ました。 尚、

中央ＲＣからは山瀧副会長と本田理事に出席頂きました。

ありがとうございました。

牛島義亮君
先日の社員招待映画例会、 当劇場を御利用頂きありがとうござ

います。

田代博之君
１１月２日に長女が沖縄で結婚式を挙げました。 披露宴では

なんと新郎、 新婦の一番近い席に新郎、 新婦の親が座ると

いうことで座りましたが、 これもなかなかいいなと思いました。

ちなみに明日１１月２２日（いい夫婦の日）に入籍の予定です。

社会奉仕委員会
１１月９日のバザーに多くの商品を提供して頂き、 ありがとうご

ざいました。 おかげ様で目標の１０万円を達成することができ

ました。 又、 １７日のえぼし ・ 赤木学園の学園祭にご協力頂

きました皆様、 ありがとうございました。

職業奉仕委員会
先週の社員招待映画例会に多数参加して頂き、 ありがとうご

ざいました。 会員と館主のご協力に感謝します。

浅野訓一君
先週の映画例会では社員がお世話になりました。 私の子育

ては９５％終了しておりますが、 残り５％に生かしたいと思い

ます。

前田眞澄君
先日の映画例会ではうちのひとみちゃんを始め、 社員が多

数お世話になりました。 映画が終わった後、 残ったサンドイッ

チをうちの社員がもらって帰るところを見てしまいましたので、

ニコニコします。

宮﨑正久 中央会幹事
１１月２３日 （土） 第２回中央会のご案内

　佐世保 ・ 平戸カントリークラブ　１１時スタート

１２月２２日 （日） 第３回中央会のご案内

　今回は宿泊予約のため出欠のご連絡を早めにお願い致します。

《地区社会奉仕セミナーの報告》　

坂井智照 地区社会奉仕委員長
《地区社会奉仕セミナーの挨拶》

　本年度ＲＩテーマは 「ロータリーを実践

し みんなに豊かな人生を」 です。 また、

年度始めのご挨拶では 「このテーマは

皆さんへのチャレンジであり 『言うは易く

行うは難し』 ということを、 身を以て味わ

いなさいという意味だと私は解釈しています。」 と述べさせて頂

きました。

　社会生活において奉仕の理想を実践させるのは簡単ではあ

りません。 だからこそ積極的に取り組んではじめて 「ロータリー

を実践し みんなに豊かな人生を」 というテーマに適うのではな

いかと思います。 １９６４年、 東京オリンピック開催にて日本国

中は沸き立ちました。 本年９月、 「おもてなし」 の精神にて勝

ち取った２０２０年東京オリンピック招致成功では、 同じく日本

人が日本人として歓喜しました。 皆が同じ方向を向いた時の

「一体感」 はとても大きな力を生みます。 これは奉仕活動に

おいて同じことが言えるのです。

　奉仕活動において肝心な事は２つあります。 まず１つは 『各

地域との一体感を持って活動すること』 もう１つは 『ロータリー

という団体だからこそ行える奉仕活動の利点を認識しておくこ

と』 です。 その利点とはまさに 「一体感」 を持って共に助け

合い、 補い合い、 また協力し合い行えるということです。 この

種類の異なる 「一体感」、 つまり地域という 「社会との一体感」

と、ロータリアンという 「仲間同士の一体感」 を併せ持つことで、

より理想的な奉仕へと結びつくことでしょう。

　最後にロータリーアンであるという誇りと絆のもとに、 きっと素

晴らしい奉仕活動を行って頂けるものと信じ、 またさらなるご厚

情に期待申し上げ、 ご挨拶とさせていただきます。

前田眞澄 地区社会奉仕委員会委員
　１１月１７日 （日） 国際ロータリー第２７４

０地区２０１３～１４年度社会奉仕セミナー

がありました。 映像を取り入れた各クラブ

の社会奉仕事例発表は勉強になりました。

山瀧正久 副会長
　会長代理として出席しました。 前年度

９クラブ、 本年度８クラブからそれぞれの

活動報告、 取り組みが発表されました。

地域の課題等を捉え継続して活動してい

ることが参考になりました。



ＳＡＡ：平岩義明君　次回例会／１１月２８日１２：３０～　次回献立／助六、ゴボウ天うどん、肉じゃが
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大久保厚司 会長
　理事 ・ 役員のご承認を頂きありがとうございます。 来年は消

費税も上がり、 経済もより厳しくなると思います。 クラブ自体も

皆様の会社運営 ・ 経営も見直す時期に来ているのではないか

と思いますので、 委員会等で真面目に取り組んでいきたいと思

います。 宜しくお願いします。

《　年　次　総　会　》　

　　　２０１３～２０１４年度年次総会議事次第
　　　　
　 １． 開会の辞                           

　 ２． 定足数の確認　　　　　　　     

 　３． 議長選出　　　  

　 ４． 議事録作成者の指名

　 ５． 審議事項

　　　　１号議案　

　　　　　２０１４～１５年度役員・ 理事の選任 ( 案） の承認の件

　　　　その他

　 ６． 閉会の辞

四元清安君
年次総会で、 出番がありますので宜しくお願いします。

大久保厚司君
２０１４～１５年度、 ご協力とご指導宜しくお願い致します。

溝上純一郎君
次年度会長大久保君のいよいよ出番ですね。 １年間といわ

ず、 ２年、 ３年頑張って下さい。

本日の合計　　　　   27,000 円

本年度の累計　　　 429,000 円

岩政孝 副会長
　来年、 副会長と言うことですので、 大久保会長の補佐が出

来ればと思っています。

本田実 幹事
　まずは理事 ・ 役員の承認ありがとうございました。 来年度は

大久保会長のほうを見ながら進んでいきたいと思います。 また

パスト会長及びパスト幹事の方々のアドバイスを頂きながら、 進

めていきたいと思います。 宜しくお願いします。

松尾英機 会計
　次年度は大久保丸の巾着を会計としてしっかり握っていきた

いと思います。

山瀧正久 理事
　理事は初めてです。 組織はお互いをカバーしながら助け合っ

ていくのが一番だと思いますので、 与えられた委員会の中で皆

さん一緒に頑張っていきたいと思います。

井上亮 理事
　大久保会長、 本田幹事コンビが心配です。 幹事 ・ 会長と経

験しましたが、 その時以上に次年度緊張しております。 何かあ

りましたら、 岩政副会長に宜しくお願いします。

池永隆司 理事
　来年度の理事 ・ 役員の顔ぶれを見ますと、 スムーズで楽しそ

うな理事会になりそうですので期待しております。

馬場貴博 理事
　皆様のご協力を頂きながら、 一年間やっていきたいと思いま

すので宜しくお願いします。

八重野一洋 理事
　２年間お休みを頂いておりましたので、 来年度はまた理事に

返り咲きという事で、 しっかり務めさせて頂きたいと思います。

岡光正 理事
　経験も浅く、 ロータリーの組織もまだよくわからないので、 役

が務まるのか心配ですが、 先輩から怒られながら頑張っていき

たいと思います。 終わった時に大久保会長から、 理事に入れ

といてよかったと思われるようにやっていきたいと思います。
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