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本日の出席率８１.８１％：会員数４５名・出席３３名・欠席８名・出席規定免除会員３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１１名・出席規定免除会員４名

　皆さんこんにちは。 先週の会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式には、

多数の会員の皆様、 奥様に出席して頂き有難うございました。

奥様方のコーラスも心が洗われるようで聴いていました。 大久保

厚司会長　浅野訓一副会長、 本田実幹事、 一年間お疲れ様

でした。 今年度も側面から協力をお願いします。 又、 地区社会

奉仕委員長を務められました坂井智照パスト会長、 お疲れ様で

した。 今年度も地区委員の井上亮パスト会長、 同じく地区に出

向の田代博之パスト会長、 よろしくお願いします。 激励の言葉

を頂いた牟田憲市パスト会長、 有難うございました。 岡光正親

睦活動委員長をはじめ親睦活動委員会の皆様、 司会をして頂

いた川島千鶴君、 嘉村大輔君、 万歳三唱の音頭を取って頂い

た山瀧正久会長エレクト、ソングリーダーの竹本慶三パスト会長、

有難うございました。 連日、 佐世保市内のロータリークラブの交

代式にご出席でお疲れの米海軍佐世保基地司令官マシュー

Ｄ・ オウヴィアス大佐、 お祝いのメッセージを頂いた朝長則男佐

世保市長、 心よりお礼申しあげます。

　交代式が終わって家に帰りましたら、 介護保険被保険者証が

届いてまして、 複雑な心境になりました。 年金受給者にもなりま

すし、 ロータリークラブの会長にもなりました。 この一年、 素晴ら

しい佐世保中央ロータリークラブのメンバーの皆様に支えられて

ロータリーを楽しみたいと思います。

１．例会変更
ありません。

２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局

ザ ・ ロータリアン　２０１５年７月号

・２０１５－２０１６年度ガバナー事務所
①国際ロータリー日本事務局財団室

　寄付 ・ 認証　ロータリークラブの手引き　

　２０１５－２０１６年度版　

②ガバナー公式訪問のタイムスケジュールのお知らせ

③２０１５－２０１６年度前期分地区資金送金のお願い

・２０１４－２０１５年度ガバナー事務所
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

・佐世保西ロータリークラブ
市長表敬訪問時の服装についてのお知らせ

・佐世保北ロータリークラブ
第５ ・ 第６グループＩＭ報告書

・佐世保東南ロータリークラブ
第４３回佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会

終了のお礼状及び収支報告書

３．伝達・通知
・明日、 事務局の移転を９時より行います。 お忙しい中、

申し訳ありませんが、 お手伝いをよろしくお願い致します。

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 峯　　 順通様                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 直江　弘明様

前田眞澄 中央会幹事　
　２０１５－２０１６年度 「第１回中央会」 を７月２６日 （日）　三川

内ゴルフ場　 ： 　１０時３７分スタートで行います。 詳細案内は

本日中央会メンバー各位の会社に FAX を入れます。 多くの皆

様のご参加をよろしくお願いします。 作年２０１４－２０１５年度中

央会最終取切り戦で見事優勝されました牟田憲市君へのトロ

フィーが出来ていますので、 前年度会長大久保厚司君より贈

呈をお願いします。
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佐世保ロータリークラブ　円田 昭様
昨年度、 会長 ・ 幹事会ではお世話になりました。 大久保直

前会長、 本田直前幹事、 一年間お疲れ様でした。 又、 溝

上会長、 馬場幹事、 一年間全力で頑張ってください。

佐世保ロータリークラブ　峯 順通様・直江 弘明様
大久保直前会長、 本田直前幹事、 大変お疲れ様でした。

溝上会長、 馬場幹事、 一年間頑張ってください。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長・
馬場 貴博幹事

本日よりいよいよスタートとなりました。 一年間どうぞよろしくお

願いします。 本日の卓話は会長のクラブ運営方針表明です。

皆様、 溝上会長の思いのたけをお聞きください。

牟田 憲市君
大久保直前会長、 中央会取り切り戦の素晴らしいトロフィー

を頂きありがとうございました。

鶴田 明敏君
①岡田青少年奉仕委員長、 一年間よろしくお願い致します。

６月２５日の交代式は欠席して申し訳ありませんでした。 ２５年

間で夫婦初めての欠席で残念です。 溝上、 大久保、 馬場、

本田、 新旧会長、 幹事には深くお詫び申し上げます。 特に

岡田親睦活動委員長には申し訳なく思っています。

②６月２２日から２９日まで、 脱水症状とウイルスに感染して入

院してました。 運転中約３分間、 意識不明で事故を起こし、

７箇所に衝突しました。 レスキュー隊等、 大変お世話になり

ました。 つい先日、 崎元君のところで車検をしましたが廃車

になりました。

野村 和義君
①先日の交代式の二次会に出席できずにすみませんでし

た。 その会費分をニコニコします。

②本日は佐世保南ロータリークラブの元気になられた峯会

長、 前田眞澄君の妹のリトルベアーの筆頭株主、 直江幹事

のご来訪を心より歓迎致します。 後程、 兄の前田眞澄君が

ご挨拶に伺いますので、 どうぞよろしくお願い申し上げます。

出席・会報委員会
会報 ・出席頑張ります。

ＳＡＡ
溝上丸の船出を祝いニコニコします。

職業奉仕委員会
初めてのことで何から手を付けなければならないのか…。 先

輩方からお知恵を頂きながら、 職業奉仕委員会を進めてま

いりたいと思っております。

　佐世保中央ロータリークラブ第２５代会長を拝命しました溝上

です。 大久保直前会長、 浅野直前副会長、 本田直前幹事、

理事 ・ 役員の皆様、 本当にお疲れさまでした。

　さて、 本年度国際ロータリー会長は、 コロンボロータリークラ

ブ所属、Ｋ.Ｒ. ラビンドラン氏です。 印刷、包装、デジタルメディ

アの上場企業 Ｐrintcare PLC の創始者 ・ 最高経営責任者で

す。 ティ―バッグ製造業界で世界最大手と言われ、 スリランカ

とインドの工場から、 ほとんどすべての主要紅茶ブランドに納

入しています。

　今年度の国際ロータリーのテーマは 『世界へのプレゼントに

なろう　Ｂｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ』 とされました。 「私達の人生

は、 いつか終わりが訪れます。 この限られた人生をどのように

過ごしたらよいのでしょうか。 地位や身の上にかかわらず、 才

能、 知識、 能力、 努力、 そして献身と熱意など、 誰でも与え

ることのできる何かを持っているはずです。 私達は、 ロータリー

を通じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰かの人生に、

そして世界に、 真の変化を起こすことができるはずです」 と述

べておられます。

　そこで、 本年度クラブテーマは、 『思いやりの心　奉仕の心

で　友情を実践しよう』 としました。 佐世保中央ロータリークラ

ブも１９９０年９月２９日に創立して、　今年９月、 ２５年目に入りま

す。 日本経済も安部晋三総理の 「アベノミクス」 と呼ばれる三

本の矢の経済政策により円安、 株高により一時の不況を脱出し

たかにみえます。 しかしながら九州の西の果て長崎、 佐世保

では、 まだまだ東京や大都市とは違いその恩恵は十分享受し

ているとは思えません。 我が佐世保中央ロータリークラブも一

時の６０名をこえる会員数から少しは回復したとは言え、 いまだ

４５名の会員であります。 クラブの隆盛は会員の拡大による新し

い息吹の吸入が必要です。 しかしながら退会防止も必須条件で

本日の合計　　　　   46,000 円

本年度の累計　　　  89,000 円

■ 201５～２０１６年度クラブ運営方針 ■
クラブスローガン
　　「思いやりの心 奉仕の心で 友情を実践しよう」

第２５代会長　溝上 純一郎君

社会奉仕委員会
一年間、 よろしくお願いします。

新世代委員会
これから一年間よろしくお願い致します。

国際奉仕委員会
マーズに負けず一年間頑張ります。
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ＳＡＡ：前田眞澄君

次回例会／７月９日１８：３０～

次回献立／洋食プレート盛、スープ、サラダ

す。 様々な職種のロータリアンは職業を通じて奉仕活動に励

みます。 まず、 自分の仕事に励み、 発展させましょう。

　次に、 自分自身の健康です。 私の会社でも毎年、 健康診

断をうけますが、 必ずと言っていいほど再検査、 治療、 となる

社員が数名います。 私も今年、 健康診断で再検査となり２月

～６月迄、ＭＲⅠ検査外の検査を受けて、 会長 ・ 副会長 ・ 幹

事交代式の２日前の６月２３日迄悶々とした日々でしたが、 異常

は見つかりませんでした。 自身の健康管理は自分自身の責任

であり義務でもあります。 昨今の会員の退会原因は自社の経

営の悪化と体調不良、 クラブの魅力欠如です。

　ロータリークラブは奉仕団体であり、人の交流団体であります。

例会に出席しクラブ事業に参加することでロータリーの意義を

感じることができると思います。 ロータリークラブに入ったからに

は、 十分楽しみ、 職業上のしがらみから解放され異業種のメ

ンバーとの交流を楽しみましょう。

　本年度は、 地区のクラブ奉仕統括委員会委員　井上亮君、

米山奨学記念委員会委員に田代博之君をお願いしておりま

す。 ご苦労ですがよろしくお願いします。

　クラブ奉仕委員会 竹本慶三委員長は、 会員増強委員会、

クラブ管理委員会、 会報 ・ 出席委員会、ＳＡＡ、 親睦活動委

員会の４小委員会の担当をお願いします。 非常に公私に忙し

い中、 申し訳ありませんがよろしくお願いします。 会員増強特

別委員会　岩政孝委員長は、 毎年恒例になりましたが今年度

も太田善久ガバナーも純増２名の会員増強の目標を掲げられ

ていますので、 増強をよろしくお願いします。 クラブ管理委員

会 四元清安委員長にはロータリー情報と新入会員セミナーの

開催。 又、 会員増強特別委員会と連携して新入会員の会員

情報をお願いします。 田雑豪裕ＳＡＡは、 ロータリークラブは

例会の出席がロータリアンの義務であり権利です。 例会の円滑

な運営と進行をお願いします。 会報 ・ 出席委員会 南部建委

員長は、 ホームページでの週報をできるだけタイムリーに掲載

できるようにお願いします。 親睦活動委員会 岡光正委員長は、

昨年に引き読き理事をお願いしています。 一年間多くの事業

をお願いします。 親睦活動委員会は、 ロータリーの活動根幹

委員会です。 会員の友情を深める様、 企画運営をお願いしま

す。 そして例年の事ですが、 ニコニコボックスの目標達成お願

いします。

　職業奉仕委員会 香月章彦委員長は、 初の理事です。 職業

奉仕委員会はロータリーの樹の幹の委員会です。 社員招待映

画例会、 職場訪問例会、 よろしくお願いします。 青少年奉仕

委員会　岡田文俊委員長は、 本年度、 フランスから国際青少

年交換学生が８月に来日します。 ホストファミリー、 交換学生

支援室の池永隆司室長、 大久保厚司カウンセラーと協力して

よろしくお願いします。 社会奉仕委員会 糸瀬新委員長は、 ２

５周年実行委員会と絡んで、 釜山蓮山ロータリークラブの共同

事業はじめ今年度事業規模が膨らむかとおもわれます。 よろし

くお願いします。 国際奉仕委員会 宮崎正典委員長は、 ２５周

年事業に関わる釜山蓮山ロータリークラブとの姉妹クラブ締結、

訪問、 よろしくお願いします。Ｒ財団 ・ 米山奨学委員会 平岩

義明委員長です。 本年度、地区の一人当たりの目標額は、ロー

タリー財団 １５０＄、 米山記念奨学会 １６， ０００円です。 佐世

保中央ロータリークラブ基金会を活用して行うようになると思いま

すが、 基金の有効活用を検討して実行してください。

　最後に理事、 役員の皆様にお願いがあります。 クラブ定款

にもありますように、 クラブのあらゆる事項に関する理事会の決

定は最終的なものです。 理事、 役員の方は、 会員の意見要

望を聞き、 それぞれの委員会で検討し理事会で協議、 審議、

承認された後でなければ事業はできません。 どうか理事会の

役目を十分理解、 承知の上、 事業計画をしていただくようお

願いします。

　本年、 皆様と充実した楽しい一年を過ごしたいと思います。

よろしくしくお願いします。
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