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本日の出席率７６.０９％：会員数４６名・出席３１名・欠席１１名・出席規定免除会員（４）４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１２名・出席規定免除会員４名

　皆様、 ２０１４－２０１５年度佐世

保中央ロータリークラブの行事もよ

うやく終焉を迎えます。 この一年

間、 亡き富永君の代行として、 エ

レクトを拝命したのが２０１３年の１２

月、 副会長交代劇などもあり、 よ

うやく理事会メンバーが決定した

のが２０１４年４月末で、 十分な準

備も無いまま２０１４－２０１５年度が発進し、 皆様に多々ご迷惑

ならびにお世話をかけました。 皆様の暖かいご支援とご協力に

心より感謝申し上げます。

　クラブ事業を遂行して頂きました直前会長の西村浩輝様、 副

会長の浅野訓一様 、 会長エレクトの溝上純一郎様、 SAA と会

員増強特別委員長の四元清安パスト会長、 会計の松尾英機パ

スト会長、 LCAC 見学研修の手配をして頂きました職業奉仕委

員長の山瀧正久様。Ｒ財団・ 米山奨学記念委員長の橋口佳周

パスト会長、 クラブ奉仕委員長の井上亮パスト会長、 クラブ管

理委員長の田代博之パスト会長、 青少奉仕年委員長の池永隆

司様、 社会奉仕委員長の八重野一洋様、 予算どおりに大役を

こなして頂きました親睦活動委員長の馬場貴博様、 国際奉仕

委員長の岡光正様、 副幹事の糸瀬新様に感謝申し上げます。

　そして、 なによりも縁の下の力持ちの女房役として２０１４－２０１５

年度を支えて頂きました生涯の友、 幹事の本田実様ならびに最

も大変で時には涙を流しながら週報作成された、 出席 ・ 会報委

員長の川島千鶴様、 グアムの２ロータリークラブ訪問で得意の

英語で活躍されました国際交流委員長の宮崎正典様、 協力し

て頂きました全ての会員の皆様に心より感謝申し上げます。 重

ねて、 ありがとうございました。 そして、 お疲れ様でした。 後ほ

ど気苦労話をお聞きしたいと存じます。

　約１１ヵ月前から用意周到に尽くしてこられました、 ２０１５－２０

１６年度の溝上純一郎会長、馬場貴博幹事をはじめ、池永隆司、

崎山信幸両副会長および新理事会の船出に心より賛辞を申し

上げます。

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

１．例会変更

　　 松浦ロータリークラブ

　　　　６月２６日 （金） １２：３０→６月２７日 （土） １８：３０～

　　　　割烹 華　送別会のため

　　　　７月１０日 （金） １２：３０→７月１１日 （土） １８：３０～

　　　　山暖簾　 新旧役員交代式のため

２．来　　信　

・ガバナーエレクト事務所

      ２０１５～２０１６年度地区米山記念奨学会セミナープログラム

　  ・長崎県民センター

      「ながさき県政出前講座」 パンフレット

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 太田　博道様

　6月　１日　田中　啓輔・庄子　ご夫妻
　6月　３日　井上　　亮・和子　ご夫妻
　6月１１日　糸瀬　　新・弘美　ご夫妻

佐世保南ロータリークラブ 太田博道様

お久しぶりにお世話になります。

岡光正 次年度親睦活動委員長

　６月２５日 （木） 会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式に現在４５名全員出

席の返信を頂いております。

朝長市長、 米海軍佐世保基地司令官も出席予定です。 会員

全員の出席をお願い致します。



第1168回　平成27年6月18日号　P2 .

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

２０１４～２０１５年度、 通常例会及びニコニコボックスが最後と

なりました。 １年間三役を支えて頂いた理事、 役員及び会員

の皆さん、 ありがとうございました。 来週の短縮例会、 会長・

副会長・幹事交代式までは気を緩めず務めあげます。 よろ

しお願い致します。

本田実幹事

幹事の仕事が一段落してきましたので、 ４月の佐賀マラソン、

５月の指宿トライアスロンに続いて、 ６月１４日に開催された五

島国際トライアスロンに参加してきました。 スイム２㎞、 バイク

１２４㎞、 ラン２８㎞を９時間３５分にて完走できました。 なお、

皆さんご存知のアイアンの原口さんは年齢別 （？才） 女性部

門１位にて、 オクラホマ州大会に参加できる権利を確保され

ました。

井上亮君

結婚記念日の花が届きました。 ありがとうございました。

糸瀬新君

結婚記念日のフラワーありがとうございました。 先日２人で湯

布院に行きましたが、 なぜか緊張しました。

香月章彦君

７月７日火曜日、 くっけん広場において当事務所主催でセミ

ナーを開催します。 会長の許可を頂いて、 ボックスにご案内

のチラシを入れさせて頂きました。 内容は、 マイナンバー制

度です。 有料セミナーの予定ですが、 ご招待券を同封して

います。 是非、 お越しください。

馬場貴博親睦活動委員長

皆様のご協力にて、 親睦活動委員会の今年度行事が滞りな

く終了致しましたこと、 厚くお礼申し上げます。

本日の合計　　　　　 　9,000 円

本年度の累計　　　 857,000 円

井上亮 クラブ奉仕委員長

　一年間、 各委員長のおかげで無事に終

了することができました。 会長、 幹事お疲

れ様でした。

田代博之 クラブ管理委員長

・ ロータリー情報を毎月１回致しました。

・会員拡大は純増２名。 但し、 前期に２名

決まっていましたので、 拡大が出来なかっ

たことを反省しています。

・外部卓話者は７名の方にお願い致しました。

 ■　１年間を振り返って　■

馬場貴博 親睦活動委員長

　まずもって、 大久保会長、 浅野副会長、

本田幹事に一年間ご指導頂き、 ありがとう

ございました。 委員会の皆様の活躍により、

無事一年間の行事が全く終了致しました。

今年度は家族が多く参加して頂ける事業を

目標に計画、 実行し多くの皆様に参加して頂き、 感謝申し上

げます。

四元清安 ＳＡＡ

　ＳＡＡのメンバー担当表を作成し、 ２名１組

で交代制により各例会の司会をして頂きま

した。 会場運営は私語の現金、 メモの活

用、 委員会別テーブルの設営、 音響の設

営など例年と変わらないシステムで行いまし

た。 ただ、 今年から正式に新年例会の懇親会兼用の例会は、

ＳＡＡ担当となりました。 例会の出席率向上と内容については

検討の余地があると思います。

山瀧正久 職業奉仕委員長

　社員招待映画例会を２０１４年１１月１３日

（木） シネマボックス太陽にて開催し、 「蜩

の記」 を鑑賞致しました。 社員・家族約１

８０名の皆さんに参加して頂き、 喜んで頂

きました。

職場訪問例会を２０１５年３月１９日 （木） 米国海軍横瀬基地に

２８名が参加しました。 担当者より基地の説明、ＬＣＡＣへの乗

船等貴重な体験ができたことを喜んでおります。

　当初の計画が実行できましたのは、 委員会メンバーのチーム

ワークと会員皆様のご協力に感謝を申し上げます。

八重野一洋 社会奉仕委員長

　年当初の事業計画では佐世保特別支援

学校の和太鼓チーム披露を別所で計画し

ておりましたが、 直後の広島市安佐南区近

郊における土砂災害発生に向けた 「復興」

をテーマとした内容に計画変更致しました。

　

　恒例のチャリティーバザーも同時に企画をし、四ケ町アーケー

ド内の憩いの広場 「くっけん広場」 にて、 佐世保特別支援学

校の和太鼓チームと西海黒潮太鼓チームの２チームによる和太

鼓演奏を一般市民へロータリーデイと冠をつけて実施し堪能し

て頂きました。

　チャリティーバザーでは目標額の１０万円も達成し、 広島市の

担当部署へ寄付金として送金を行い、 また、 前年度保留分の

寄付金１０万円は、 ２０１１年１２月に被災地視察訪問で当クラブ

訪問団にご尽力頂いた地元ボランティアの嶋津祐司様へ託し

「南三陸お手伝いプロジェクト」 様への寄付送金を決定致しま

した。ご協力頂いたメンバーの皆様一年間お世話になりました、

心より感謝申し上げます。
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ＳＡＡ：糸瀬新君

次回例会／６月２５日１８：３０～

次回例会／会長・副会長・幹事交代式

池永隆司 青少年奉仕委員長

　芥川君のご子息が国政青少年交換学生

としてアメリカに行かれるということで、 受入

れの交換学生が来るのではと思っていまし

たが、 次年度 （２０１５－２０１６年度） の８月

頃フランスから交換学生が来ることになりま

したので、 今年度は、 中学生・高校生の短期のホームステイ

の機会を提供することの検討、 そして実行を考えていました。

市役所にも何かお手伝いできないかと大久保会長と出向いた

り、 委員会を開いて模索していました。 しかし、 何も事業をや

らないで寄付行為のみはＮＧということで却下されました。 ここ

数年、 青少年では単独の事業を行っていないので、 次年度

以降青少年の健全育成とグローバル化に繋がるようね事業を考

えて頂けばと思います。

　

　今年度の委員会活動としては、 社会奉仕委員会が２０１４年１

１月３０日に広島土砂災害支援チャリティバザーを行いましたの

で、 そのお手伝いと２０１５年５月２３日～２４日に開催された第３６

回ＲＹＬＡへ参加しました。 先日、ＲＹＬＡの報告を致しましたが

青少年が色々な人と出会い、 語らう、 素晴らしい研修の場と思

いますので、 来年も是非参加していた出来たいと思います。

一年間ご協力ありがとうございました。

岡光正 国際奉仕委員長

　本年度は国際交流委員会とロータリー財

団・米山奨学記念委員会を担当させて頂

きました。 後程、 橋口委員長から報告があ

ると思いますので、 国際交流委員会につ

いてご報告させて頂きます。

　今回の 「海外ロータリークラブ訪問事業」 は、 釜山蓮山ロー

タリークラブ以外では初めて海外訪問事業でした。 訪問先を決

める時に大久保会長から大きな課題を頂きました。 それは 「岡

君俺が英語でスピーチできる国にしてくれ」 と言われ、 宮﨑委

員長を始めとする国際交流委員会で協議をしてグアムに決定し

た次第です。

　

　実施日は２０１５年２月２２日～２５日の３泊４日で行いました。

参加者は１２名と近年にないたくさんの会員にご参加頂きまし

た。 「グアム」 訪問事業の最大目的は、 釜山蓮山ロータリーク

ラブ以外の海外ロータリークラブと友好を深める事でした。 グア

ムでは、 サンライズロータリークラブとタモンロータリークラブの２

クラブを訪問し、 友好を深める目的は達成できました。 これも

大久保会長の強い想いを形に変えた瞬間でもありました。

　本年度、 初めて委員長を務めさせて頂き、 海外訪問事業で

は宮﨑委員長と共に参加者全員が満足して頂けるような 「おも

てなし」 に徹しました。 振り返ってみて大変心に残る新しい事

業が出来たと思います。

　１年間、 大変お世話になりました。 皆様方のご協力に感謝申

し上げます。

橋口佳周 ロータリー財団 ・ 米山記念奨学

委員長

　今年度を振り返ると、 ２０１４年９月佐世保

中央ロータリークラブ基金会の役員会を開

催し、 PHF 並びに米山功労者のノミネート

を行い、 クラブの理事会の審議を経て財団

並びに米山記念奨学会の方へ寄付を行いました。

　

　又、 ２０１４年１０月には、 地区の財団セミナー。 ２０１５年１月

には、 地区補助金セミナーに溝上会長エレクトと共に受講して

きました。

四元清安 会員増強特別委員長

　クラブ活性化の一番の近道は会員増強だと思い、 今年は強

い使命感と熱意を以って５名の純増を目標にその達成を目指し

ていましたが、 委員会としては目標達成には至っていません。

しかしながら、 戸浦善彦君、 宮﨑祐輔君、 有吉中君に入会し

て頂き、 名目上３名の増強という結果に終わりました。

　会員増強というものは、 現会員の皆様のご協力のもと、 今年

はだめでも将来に向かって入会の可能性のある方に、 「声をか

け続けて」 いかなければならないということを痛感致しました。
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