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本日の出席率７４.４％：会員数４６名・出席３０名・欠席１１名・出席規定免除会員（５）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席２７名・メークアップ１４名・出席規定免除会員２名

　皆さんこんにちは。 １１月も

昨日から冬らしく寒くなってき

ましたが、 いかがお過ごしで

しょうか？私は風邪には強い

方ですが皆様、 十分お気を

つけてください。

　今月、 地区大会に参加し

ていただいた皆さん、 お疲れさまでした。 来週の例会で報告し

ていただきますので忘れないようお願いします。

　また、 先週１１月１９日 （木） は職業奉仕委員会の担当で恒例

の社員招待映画例会でした。 シネマボックスの牛島義亮パスト

会長、 香月章彦委員長をはじめ委員会のメンバーの皆さん有

難うございました。 私の会社の社員もとても好評でした。

　翌々日の１１月２０日 （金） は佐世保市内８ロータリークラブの

会長 ・ 幹事会がありました。 各クラブの会員数の話がありました

が、 佐世保クラブ、 佐世保南クラブが　７５名位、 当クラブ４６名、

北クラブ４３名、 東クラブ、 西クラブ、 東南クラブ、 ハウステンボ

ス佐世保クラブが２０名代で、 当クラブは市内で３番目の会員数

です。 会員増強は各クラブの大きな課題です。

　今週１１月２８日 （土）、 ２９日 （日） は２５周年記念事業の大分・

別府旅行です。 幸い天気もまずまずの様です。 観光にゴルフ

に懇親会、 十分楽しみたいと思います。

　そして、１２月２日（水）はきらきらチャリティー大パーティーです。

例年のように当クラブのテーブルを用意しております。 お酒や料

理も用意しておりますが、 持ち込み大歓迎です。

　さて、 本日は年次総会です。 次年度の役員、 理事を決める

大切な総会ですので、 皆様のご協力をお願いいたします。 指

名委員会につきましても１１月２４日（火）に第三回目を終了して、

次年度の役員、 理事の候補の案もでき、 本日、 皆様の承認を

いただければ決定したいと思います。よろしくお願いいたします。

１．例会変更
　　 佐世保北ロータリークラブ

１２月１４日（月）１８：３０～
　　　　場所 ：ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　　　＊忘年家族例会のため

１2 月２8 日（月）・平成２８年１月４日（月）
 休会　定款第６条第１節により

　　 有田ロータリークラブ
１２月１５日（火）１２：３０→１８：３０～

　　　　場所 ：ホテルヨーロッパ　レンブラントホール

　　　　＊クリスマス家族例会の為　　　  

　　 １２月２９日（火）休会　定款第６条第１節により

　　佐世保東南ロータリークラブ
　　　 １２月１６日（水）１２：３０～→１９：００～
        場所 ：しぐれ茶屋　忘年例会の為

　　　　１2 月２３日（水・祝）・１２月３０日（水）
　　  休会　定款第６条第１節により　　　
　　佐世保西ロータリークラブ

１２月２２日（火）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所 ：九十九島ベイサイドホテル＆リゾートフラッグス

　　　　＊忘年家族会の為

　　　　１２月２９日（火）休会　定款第６条第１節により

　　　  　
２．来　　信

・ガバナー事務所
　①１２月のロータリーレートのお知らせ

　　 １ドル＝１２０円 （１１月のレート１２０円）　　

　②第６回青少年交換学生オリエンテーションのお知らせ

　　日時　１２月６日 （日） １６：００～１８：００

　　場所 長崎インターナショナルホテル

　③青少年交換学生３地区合同鹿児島旅行日程　　 
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佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　   太田　博道様
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ＳＡＡ：岩政孝君

次回例会／１２月３日１２：３０～

次回献立 /天丼、がめ煮、茶わん蒸し、サラダ

Cafe

佐世保南ロータリークラブ  太田 博道様
本日はお世話になります。

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

皆様、 先日は社員招待例会に多数の皆様にご参加いただき

ありがとうございました。 シネマボックス太陽の皆様、 牛島パ

スト会長、 ありがとうございました。

さて、 本日は年次総会になっております。 慎重なるご審議よ

ろしくお願いいたします。 さらに来週、 １２月２日１９時よりきら

きらチャリティー大パーティーです。 チケットをお買い上げい

た皆様、 お待ちしております。

そして、 いよいよ今週末は２５周年記念旅行になっておりま

す。

香月 章彦職業奉仕委員長
先週の社員招待例会、 多くの社員の皆様にご参加いただき

ありがとうございました。 牛島さん、 御協力ありがとうございま

した。

本日の合計　　　　    　7,000 円

本年度の累計　　　  390,000 円

■ 年 次 総 会 ■

１．開会の辞

２．出席者の確認（定数報告 馬場 貴博幹事）

　　　会員総数４６名、 出席者３２名。

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第５条第３節により、 会

　　　員総数の３分の１である１５名を上回っており成立が確認さ

　　　れた。

３．議長選出

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第４条第１節により溝上

　　　純一郎会長を議長とする。

４．議事録作成者指名(議長指名）

　　　議事録作成者に田中啓輔副幹事が指名された。

５．審議事項

　　１） １号議案 ２０１６－２０１７年度役員 ・ 理事選出の件

　　　　大久保厚司指名委員長より、

　　　　会長 ・ 山瀧正久君、 副会長 ・ 会長ノミニー　岩政孝君、

　　　　幹事 ・ 岡光正君、 会計 ・ 野村和義君、

　　　　理事 ・ 坂井智照君、 西村浩輝君、 岡田文俊君、

　　　　　　　　 前田眞澄君、 八重野一洋君、 芥川圭一郎君、

　　　　との報告があり全員の拍手で承認された。

　　２） その他　　なし

６．閉会の辞　

≪次年度会長挨拶≫　　　　　　

会長：山瀧 正久君

　本日の総会において、 大変素晴らしい

理事 ・ 役員を選んでいただき指名委員

会の皆様に感謝申し上げます。

　入会して５年、 ロータリーのこともまだま

だ分からないことばかりですが、 理事 ・

役員と会員皆様のご協力を頂いて務めさ

せてもらいます。 私自身例会を通じて多くの仲間と出会い、 楽

しい時間を過ごさせてもらっております。 これからも例会の出席

を大事にしながら、 会員皆様と事業推進に取り組んでいきたい

と思います。 よろしくお願いします。

岡田 文俊青少年奉仕委員長
　今月度、 交換学生オリエンテーションが大村の本経寺で２２

日開催されました。 当クラブからのマリーンさんも日本語で立派

なプレゼンを行ってました。 大変日本語が進歩しているようで

す。交換学生候補として聖和女子学院の生徒がプレゼンを行っ

てました。 ４名の中で最も素敵でした。 マイナンバーの対象に

交換学生もなるそうですから、 ホストファミリーの方は留意してく

ださい。

四元 清安親睦活動委員会委員
　１２月１０日、 ハーバーテラス SASEBO 迎賓館において、 忘

年家族会を開催いたします。多数のご参加をお願いいたします。

宮﨑 正典２５周年記念事業部部会長
　　１１月２８日～２９日の一泊２日で、 別府に記念親睦旅行に

行ってきます。 寒いので防寒対策には充分注意してください。

前田 眞澄中央会幹事
　　第４回中央会を来年、 １月１７日 （日） 武雄嬉野カントリーク

ラブで行います。 又、 恒例であります佐世保北ロータリークラ

ブ 「北斗会」 との対抗戦ですが、 ３月１９日 （土） に、 佐世保

カントリー倶楽部で予約を入れています。 市内８ロータリークラ

ブは、 ４月２４日 （日） となっています。 改めて書面でご案内

をさせていただきます。 　

池永 隆司副会長
　　父の葬儀に際しまして、 ご多用中にもかかわらず、 たくさん

の会員の方々並びに奥様の方々にご会葬いただきまして、 誠

にありがとうございました。 些少ではございますが、 会葬のお

礼といたしまして、 友愛基金に寄付させていただきます。

平岩義明君
結婚記念日のお花、 ありがとうございました。
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