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本日の出席率６９.０４％：会員数４５名・出席２８名・欠席１３名・出席規定免除会員（４）１名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席４０名・メークアップ１名・出席規定免除会員４名

　１１７１回　会 長

挨拶をさせていた

だきます。

　訃報です。 当ク

ラブの拡大補佐、

松尾辰二郎様が

本日お亡くなりまし

た。 佐 世 保中 央

ロータリークラブ創立以来、 お世話になりました。 ５月８日、 会

社に馬場幹事と訪問し病院迄お送りしたのが、 永久のお別れに

なりました。 １０月１５日、 佐世保中央ロータリークラブの２５周年

創立記念式典でお会いできるのを楽しみにしていたのに残念で

す。 心よりお悔み申しあげます。

　先週、 歴代会長 ・ 幹事の皆様で大久保会長、 本田幹事の慰

労会並びに今年度の会長、 幹事の激励会を開いて頂きました。

世話をして頂きました西村パスト会長、 野村前幹事をはじめ、

歴代会長 ・ 幹事の皆様有難うございました。 翌、 ３日は事務局

の移転、引越しでした。 当日、天候にも恵まれ無事終了しました。

朝早くから、 お手伝いしていただいた岡田青少年奉仕委員長、

パソコンの設定をしていただいた田中副幹事、 新事務局に一番

近い田代パスト会長、 並びに西村パスト会長、 トラックを持ち込

んで運搬して頂いた本田前幹事、 前田君、 宮崎正典国際奉仕

委員長、 西海市から駆け付けて頂いた山瀧会長エレクト、 終了

５分前に駆けつけてくれた岡親睦活動委員長、 北島さん、 馬場

幹事お疲れ様でした。 そして、 なりよりも格安の家賃で広い部

屋を提供していただきました牛島パスト会長、有難うございます。

新事務局は、 例会場より徒歩２～３分の太陽アネックスビル３階

３０６号室です。 理事会をはじめ委員会にも使用できます。 是

非ご利用ください。

　２５周年事業委員会も昨日、 第４回委員会が行われました。 １０

月１５日の２５周年創立記念式典をはじめ他の事業も進展してい

くと思われます。

　本日は、 クラブ協議会です。 役員、 理事の方々、 よろしくお

願いします。

１．例会変更
佐世保北ロータリークラブ
７月１３日（月）１８：３０～
場所 ：( 株） 西沢本店７Ｆ　アルバトロス

納涼例会 ・ 新入会員歓迎会のため

伊万里ロータリークラブ
７月２９日（水）１２：３０→１８：３０～
場所 ： 例会場

ガバナー公式訪問・ クラブ５５周年記念懇親会のため

伊万里西ロータリークラブ
７月３０日（木）１８：３０～
場所 ： 伊万里迎賓館　３Ｆ

８月１３日（木）定款第６条第１節により　休会

２．来　　信
・ガバナー事務所

①第１４回全国囲碁大会のご案内

　日　時　１０月３日 （土） １０：００～

　場　所　日本棋院会館本院

　登録料　７， ０００円

②第１３回日韓親善会議開催のご案内

　日　時　９月４日 （金）

　場　所　グランドプリンスホテル新高輪 「飛天の間」

　登録料　１５， ０００円 （晩餐会含む）

③一般財団法人比国育英基金 「バギオだより」 ７月号

④芥川翔一郎君　６月の交換学生報告

・佐世保南ロータリークラブ
２０１５－２０１６年度現況報告書

・佐世保西ロータリークラブ
市長表敬訪問時のプログラム、 座席表

３．伝達・通知
・ 溝上会長からご報告がありましたが、 当クラブの拡大補

佐 松尾辰二郎さんが逝去されました。 ご冥福をお祈り申

し上げます。 明日、 ７月１０日 （金） １８時からお通夜、 明

後日、 ７月１１日 （土） １３時から告別式が飛鳥会館元町

斎場で行なわれます。 なお、 仮通夜ではありませんが、

本日もお参りは可能です。
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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、 当クラブの松尾辰二郎拡大補佐がご逝去されました。

謹んでご冥福をお祈りいたしたいと思います。

本日はクラブ協議会です。 本年度の理事役員の意気込みを

皆様お聞きください。 本日、 現場は３４℃まで気温が上がっ

ておりました。 私も少しぼーっとしております。 皆様、 熱中症

にはくれぐれもご注意ください。

大久保厚司直前会長・田雑豪裕パスト会長
事務所移転、 お疲れ様でした。 手伝いに行こうと田雑パスト

会長と言ってましたが、 昼休みは前日の飲み過ぎがたたり、

二人で医院室で寝てました。 すみません。

四元清安 クラブ管理委員長　

　昨年は会員拡大が３名となりました。 ク

ラブ活性化のためには会員拡大が大きな

要因をしめております。 新会員を入会さ

せるためには、拡大委員の皆様に頑張っ

て頂きたいと思います。 又、 クラブ管理

委員会の出番を多くして頂きたいと思います。

前田眞澄 副ＳＡＡ　
　今 「ＳＡＡ（Sergeant at Arms） とは、 例

会をはじめすべての会議が、 楽しく、 秩

序正しく運営されるよう、つねに心を配り、

気品と風紀を守り、 会合がその使命を発

揮できるように設営、 監督する責任を有

本日の合計　　　　   　5,000 円

本年度の累計　　　   94,000 円

■ 第１回クラブ協議会 ■

する人。 クラブの会長、 幹事と並んで役員としての地位が与え

ら、 極めて重要な存在である。」 と成っています。

　本年度、ＳＡＡは秩序と気品、 風紀を守りつつも、 「佐世保中

央ロータリークラブならでは」 の楽しく、 明るい例会作りのため

に下記事項に努めていきたいと思います。

①時間厳守を励行する。

②卓話者、 来訪者への心配りを持つ。 

③年間ローテーション表により毎回２名の担当者で運営していく。

④担当者は開始３０分前に会場入りし、 その日の例会内容を　

　 確認しスムーズな進行を心掛ける。

⑤出席者の私語を慎んでもらう為に筆談用具を準備する。

⑥第１週は国歌並びにロータリーソング斉唱を行い、 他の週は 

　 ロータリーソングを斉唱する。

⑦音響に関してはホテル側に依頼し、 スムーズな音だしを心掛

　 ける。

岡光正 親睦活動委員長
　本年度は、 創立２５周年を迎えます。

先輩達が築いてこられた 「佐世保中央

ロータリークラブ」 の歴史を尊重し、 親

睦活動委員会の活動の基本である 「会

員相互」 の親睦及び 「会員家族」 の絆

を深める事業を行います。

　事業内容としては、 会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式に始まり、

納涼例会、 創立記念例会 （２５周年記念式典 ・ 懇親会）、 忘

年家族例会、 延寿会等を行います。 特に本年度メイン事業で

もあります、 創立記念例会 （２５周年記念式典 ・ 懇親会） は、

親睦活動委員会と２５周年実行委員会と協力し、 溝上会長の

想いを現実にかえ、 会員の皆様方が心に残る 「２５周年事業」

を企画運営致します。 親睦活動委員会、 一年間フルに頑張り

たいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

　

糸瀬新 社会奉仕委員長
　地区社会奉仕の方針 「額に汗する奉

仕活動、 震災支援事業の継続」 と前年

度の引き継ぎ事項を参考して、 委員会

で話し合って元気で額に汗する活動を

やっていきたいと考えています。 又、 釜

山蓮山ロータリークラブとの共同事業もあり、 溝上会長の意向

に沿った活動をやっていきます。

宮﨑正典 国際奉仕委員長
　国際奉仕委員会は 「国際交流委員会」

と 「ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員

会」 に関する事業を担当します。 「国際

交流委員会」 は創立２５周年を迎え、 韓

国釜山蓮山ロータリークラブとの共同事

業、 相互訪問を行ない、 新たな活動の

交流を目指します。 「ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員会」

では、 目標を掲げ活動方針に近づけるように努力致します。

芥川圭一郎 親睦活動委員会委員
　８月６日 （木）、第 1 週目ですが、納涼例会が天空のビアガー

デン、 佐世保でいちばん空に近いビアガーデン、 弓張の丘ホ

テルで開催します。 只今、 楽しい企画を考えておりますので、

皆様のご出席をお待ちしております。

岩政孝 ２５周年副実行委員長
　２５周年実行委員会の組織図を発表します。 ( 別紙参照）
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ＳＡＡ：坂井智照君

次回例会／７月１６日１２：３０～

次回献立／和食ミニ御膳

八重野一洋 国際交流委員長
　宮﨑正典委員長のもと、 交流委員会を

担当させて頂きます。 本年度は創立記

念式典に釜山蓮山ロータリークラブのメン

バーも来訪されますので、 手厚い歓待を

企画したいと思います。 一年間よろしく

お願い致します。

平岩義明 Ｒ財団・米山記念奨学委員長
１． ロータリー財団に関する会員の教育　
２． ロータリー財団の補助金

３． ロータリー財団への寄付

　上記を３項目を活動スキームとして一年

間を通じて委員会の活動を執り行なって

いきます。

岩政孝 会員増強特別委員会委員長
　まだ委員会を開催しておりませんが、

一年間を通じてマイナスにならないように

会員増強をしてまいります。

竹本慶三 クラブ奉仕委員長
　クラブ奉仕委員会は、 円滑に機能する

クラブ運営を目指し、 「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委員会を担当する委

員会です。 各委員会と連携を図り、 意

義ある活動を実行したいと思います。

南部建 出席・会報委員長
　前年度の会報・出席委員会に敗けな

いように頑張ります。
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