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本日の出席率７３.１７％：会員数４４名・出席２９名・欠席１０名・出席規定免除会員（５）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.６２％：出席３４名・メークアップ５名・出席規定免除会員２名

　皆さんこんにちは。 先日から急

に寒くなり、 やっと冬らしくなりまし

た。 いかがお過ごしでしょうか？

１７日 （日） の中央会のゴルフも後

半は雨が降る中、 参加メンバーの

執念で無事行う事ができました。

成績は後程、 中央会の方から報

告があると思います。

　翌日１８日 （月） は佐世保市内８ロータリークラブ会長 ・ 幹事会

がありました。 この時期になりますと大きな問題もなく各クラブの

会員数の報告がありました。 各クラブとも会員増強に力を入れて

いくことになりました。 市内ロータリークラブの会員数は佐世保

ロータリークラブが７５名、 佐世保南ロータリークラブが７３名、 佐

世保北ロータリークラブが４３名、 佐世保西ロータリークラブ、 佐

世保東南ロータリークラブが２４名、 ハウステンボス佐世保ロータ

リークラブが２３名、 佐世保東ロータリークラブが２１名です。 当

クラブは４４名ですのでマラソンでいえば第二集団です。

　翌１９日 （火） はＦＭ佐世保で２５周年記念事業の最後の事業、

社会奉仕委員会担当で長崎県立佐世保特別支援学校の生徒

さんによる 「和太鼓の演奏、ダンス発表会」 のＰＲをしてきました。

しかし、 天気予報では降雪確率６０％、 最高気温１度、 最低気

温マイナス２度の予報です。 事前の準備をしていただいた方に

は申し訳ありませんが、 特別支援学校、 共演の西海黒潮太鼓、

卸団地太鼓練成会、 させぼ四ヶ町太鼓保存会の皆様にも連絡

して延期することにいたしました。ご了解いただきたいと思います。

１．例会変更
　　 佐世保南ロータリークラブ

１月２９日（金）１２：３０→１８：００
　　　　場所 ：ＪＡ佐世保ホール

　　　　＊クラブ定款第６条第１節 (b) による　長寿例会の為　　
　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

２月１６日（火）１２：３０～
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昭和３３年　１月　１日　本田　　実君
昭和３６年　１月　２日　糸瀬　　新君
昭和３２年　１月１２日   浅野　訓一君
昭和３４年　１月２８日　崎山　信幸君
昭和２５年　１月３０日　竹本　慶三君

１月　１日　馬場　貴博・恭子　 　ご夫妻
１月１４日　大久保厚司・ゆりえ　 ご夫妻

　　　　場所 ： ハウステンボス 「トロティネ」

　　　　＊レンブラントホール使用不可日の為　
２月２３日（水）１２：３０→１８：３０～

　　　　場所 ：ホテルヨーロッパ　吉翠亭

　　　　＊夫人同伴夜例会の為　
　　伊万里西ロータリークラブ
　　　２月１１日（木）休会　　＊定款第６条第１節により

２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局
　２０１６年１月のクラブ請求書のお知らせ

・（公財）ロータリー米山記念奨学会
　インターネットバイキングを利用した寄付についてのアン　　

　ケートのお願い

・ガバナー事務所
　①第５回日台ロータリー親善会議のご案内

　②第１７回ロータリー国際囲碁大会のご案内

・ガバナーエレクト事務所
　２０１６～２０１７年度 「会長エレクト研修セミナー」 及び

  「次期クラブ幹事セミナー」 開催のご案内

　日時　３月１３日 （日） １３：３０　点鐘

　場所　ホテルニュー長崎

・一般財団法人比国育英会バギオ基金
　２０１４年度事業報告書の送付と基金への寄付のお願い

・海上自衛隊佐世保地方総監部
　「佐世保音楽隊第４４回定期演奏会」 のご案内　
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～友好クラブの在り方について～
■ クラブ協議会 ■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
暖冬といわれている今年ですが、 本格的な寒さになっており

ます。 この影響で１月２４日 （日） に予定しておりました、 社

会奉仕事業も雪の予想のために順延を昨日決定いたしました。

さて、 本日は友好クラブの在り方についてご意見を頂こうと思

います。 今年は釜山蓮山ロータリークラブとの姉妹クラブ調

印式の年にあたりますので、 ご意見を頂ければと思います。

崎山 信幸副会長
誕生日プレゼントありがとうございます。 大切に使用いたします。

馬場 貴博幹事
結婚記念日の花ありがとうございました。何回目か忘れましたが、

ニコニコします。

四元 清安中央会会長・前田 眞澄中央会幹事
１月１７日の中央会ご参加の皆様、 ありがとうございました。 雨の

中、 風邪をひかれなかったか心配です。 次回は佐世保北ロー

タリークラブ 「北斗会」 との対抗戦です。 よろしくお願いします。

松尾 英機君
１２月の誕生祝い受け取りました。 ありがとうございました。 ニコ

ニコは３倍返しと会長に強要されました。 １月１７日にある会合で

１０００円会長へ前払いしてましたので、 ニコニコは２０００円入れ

ておきます。 残りは…？

竹本 慶三君
誕生祝いありがとうございます。

大久保 厚司君
結婚記念日の花ありがとうございます。

浅野 訓一君
５９才になりました。 同級生 （池永君・岩政君） の多くは還暦で

すが、 私と平岩君は今年まだ５０代です。 今年も若々しく頑張り

ます。

糸瀬 新君
１月２日で５５才になりました。 今年はゴーゴーで突っ走っていき

たいと思います。

本田 実君
１年間委員会配属がないと思っていましたが、 シーズン中に２人

の方がトレードにてロータリーから出られましたので、 トライアウト

を受けてＳＡＡに入りました。

誕生日プレゼントありがとうございました。

本日の合計　　　　    15,000 円

本年度の累計　　　  507,000 円

馬場 貴博幹事
　本日は今後の釜山蓮山ロータリークラブとの交流について、

４月に釜山蓮山ロータリークラブを訪問予定なので、 その前に

会員の皆様のご意見をお伺いして、 今後の方向性の参考にさ

せていただきたいと思いますので、 よろしくお願いします。

まず、 会長より今までの経過を説明させていただきます。

溝上 純一郎会長
　昨年の４月に私と馬場貴博幹事、 宮﨑正典国際委員長、 岡

光正親睦活動委員長の４人で釜山蓮山ロータリークラブを訪問

し、 姜秉録会長、 高元植直前会長と共同事業の件で話し合

いに行き、 ２５周年記念式典の際のスケジュールの打ち合わせ

をしてきました。

　その時に姜秉録会長から、 今後の交流について前回までの

様に毎年相互訪問をしていきたいとのお話をいただきました。

その際、 当クラブの今後の計画と方向性を話し合って返事をし

たいと言ってきました。 ４月に訪問を控えているので、 ２月の理

事会では方向性を決定しなければなりません。 会員の皆様の

意見をよろしくお願いします。

八重野 一洋君
　前回、 西村浩輝会長訪問の時に、 周年事業の時に姉妹クラ

ブ延長の調印式を行うことを決定しているので、 周年事業の時

に相互訪問をした方が良いと思います。 当クラブは３０周年に

向けて事業資金を積み立てなれけばならず、 毎年の訪問は厳

しいと思います。

西村 浩輝パスト会長
　私が前回訪問した時に、 お互い毎年の訪問は負担が大きい

ので２年に１回の訪問にしましょうということで話がまとまったと

思っていましたので、 そのままで良いのではないかと思います。

指山 康二パスト会長
　私が国際奉仕委員長で大久保厚司会長の時、 どうしようかと

いう話になって、 周年事業、 調印式の時に訪問しましょうという

ことになったと記憶しています。

　そして、 岡光正国際奉仕委員長の時に別のクラブとの交流を

模索してグアムに行きましたが、私はオーストラリアのコフスハー

バーからの姉妹クラブの打診があっていますので、 釜山蓮山

ロータリークラブとは周年事業の時に訪問して、 国際奉仕委員

会としては５年に１回は間が空きすぎるので、 別のクラブとの交

流を考えたらどうでしょうか？

溝上 純一郎会長
　他のクラブの交流は毎年訪問しているクラブは少なく、 周年事

業の時に訪問しているクラブが多いと聞いています。
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ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／１月２８日１２：３０～

次回献立 /ちらし寿司御膳

米山学友が年賀状をデザイン

牛島 義亮パスト会長
　毎回同じ話が出てきて、黒川会長の時も同じ話がありましたが、

その時々の会長の時に元に戻ってしまっている気がします。色々

とその時のお互いの希望はあると思いますが、 一度決定したこと

だからそれを通していくべきだと思います。

竹本 慶三パスト会長
　あまり難しく考えないでそれぞれの年度で判断して、 友達に会

いに行くというスタンスで良いと思います。

井上 亮パスト会長
　私も牛島義亮パスト会長と同じ意見です。 釜山蓮山ロータリー

クラブの事情ではなく、 西村浩輝会長の時に２年に１回と決定し

たのですから、 その通りにすれば良いと思います。

馬場 貴博幹事
　皆様のご意見、 誠にありがとうございます。 今回の意見を参考

に理事会で協議させていただきます。

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
…………………………………………………………………
★ ハイライトよねやま１９０号 ★　２０１６年１月１４日発行

…………………………………………………………………
 : ： 　今月のトピックス　 : ：

・ 寄付金速報  - 今年もよろしくお願いします -

・ 台湾米山学友会が総会を開催  - 新理事長が決定 ！ -

・ タイ米山学友会が海岸清掃活動

・ 学友の団体が法務大臣表彰を受賞！

・ 米山学友が年賀状をデザイン

≪今月のピックアップ記事≫

米山記念奨学会事務局では、 評議員 ・ 理事 ・ 地区米山奨学委

員長 ・ 他団体など、 毎年５００枚の年賀状を送っています。

今年は、第２６８０地区の米山学友、林資穎（リン シエイ）さん（台

湾／神戸西神ＲＣ） が年賀状のデザインをしてくださいました。

林さんは神戸芸術工科大学大学院を卒業後、 水墨画アーティ

ストとして活躍中です。 昨年は、同地区学友会の企画でネパー

ル大地震復興支援のチャリティー絵皿を制作し、 募金活動へ

も貢献しました。

【林資穎さんからのメーッセージ】

申年の年賀状をデザインさせていただき本当にありがとうござい

ます。 ロータリーの輪をイメージしました。 お父さん猿が基盤を

支え、 家族みんなが協力し合って大事な役割を果たしていま

す。 良い家庭があってこそ世界がうまく回っていくのかなと思い

ます。 皆さんにとって、 平和な一年となりますよう心からお祈り

いたします。

その他の記事はぜひ PDF 版をご覧ください。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/highlight190_

pdf.pdf
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