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本日の出席率７１.７９％：会員数４３名・出席２５名・欠席１１名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.５％：出席２９名・メークアップ６名・出席規定免除会員４名

　皆さんこんばんは。 早いもので６

月になりました。 ５月中頃から本年

度の委員会の打ち上げ、 次年度

の委員会と年度末、 少々忙しい

日々です。 その中で任期の終わり

を感じますが航空機の事故も離陸

と着陸の事故が多いそうです。 最

後まで気を抜かず努めたいと思い

ます。 今日は一年間を振り返って話をさせていただきます。 した

がって挨拶はこのくらいで終わらせていただきます。

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

皆さん、 こんばんは。 本日は溝上会長の卓話です。 一年を

振り返って頂きます。 もうすぐ着岸の予定ですが、 さて無事

船が戻れますでしょうか。

井上 亮君
６月３日に３７回目の結婚記念日を迎えました。 クラブから花

を頂きましたのでニコニコします。

岡田 文俊君
ハッピーＦＭの新しいプログラムをセルフボックスにお届けし

ます。ＣＭのご用命は竹本社長、 指山取締役、 チヅル取締

役へお願いします。

本田 実君
梅雨に入り外での運動が出来ない日が続きます。 昨日の土、

日としまなみ海道に行って来ました。 自転車乗りの聖地です。

約７０ｋｍをドライブです。 なお、 今週の金曜日、ＢＳＮＨＫで

２１時よりこのしらなみ街道の放送があります。

田中 啓輔君
結婚記念日のお花、 ありがとうございました。

１．例会変更
　　  有田ロータリークラブ
         ６月１４日（火）１２：３０→１８：３０～　
　　　　 場所 ：有田ポーセリングパーク　　

　　　　 ＊年度末懇親例会の為

　  伊万里ロータリークラブ
６月２９日（水）定款第６条第１節により休会

　  佐世保東南ロータリークラブ
　　  ６月２９日（水）１２：３０→１９：００～

 場所 ：ホテルオークラＪＲハウステンボス　

 ＊新旧交代式の為

 　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
６月２１日（火）１２：３０→１８：３０～
場所 ： ハウステンボス吉翠亭　

＊新旧交代夜例会の為

　 
２．来　　信

・ガバナー事務所
  佐賀大和ロータリークラブ メールアドレス変更のお知らせ

・ガバナーエレクト事務所
　①次年度公式訪問時のタイムスケジュールについて

　②次年度クラブ奉仕 ・ 会員増強セミナーのご案内

　　 日時　７月２４日 （日） １３：００　開会

　　 場所　東彼杵町総合会館文化ホール

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

中央会幹事 前田 眞澄君
　本年度最後の中央会を６月２６日 （日）、 佐世保カントリー倶

楽部 （石盛岳コース） で行います。 又、 一年の締めくくりの取

り切り戦の対象者ですが、 糸瀬君、 田雑君、 田代君、 香月君、

池永君、 宮﨑君、 溝上会長。 そして四元中央会会長の８名

の方になります。 頑張って下さい。

本田 実君
　歴代会長 ・ 幹事会を７月７日木曜日、 １８時３０分よりれお ・ リ

オンドールにて開催致します。 ご出席をお願い致します。

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　   太田　博道様

国際青少年交換学生　　　　　　フロッカロ ・ マリーンさん                              
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ＳＡＡ：川島千鶴君

次回例会／６月１６日１２：３０～

次回献立 /和食ミニ御膳

■ 会 長 卓 話 ■

本日の合計　　　　    　8,000 円

本年度の累計　　　  778,000 円

今右衛門陳列場

溝上 純一郎会長　
　２０１４年１１月の年次総会から２０１５年～１６年度の理事 ・ 役

員が選出されスタートしました。 約１年半の思い出を話します。

第１回被選理事会からのスタートですが、 本格的活動を起こし

たのは２０１５年４月の姉妹クラブの韓国釜山蓮山ロータリークラ

ブ訪問でした。 馬場幹事、 岡親睦活動委員長、 宮﨑国際奉

仕委員長と４人で訪問しました。 ２５周年記念事業の共同事業、

相互訪問時の対応の仕方等の打ち合わせを釜山蓮山ロータ

リークラブの姜会長、 高パスト会長等としてきました。

　４月には２５周年実行委員会が始まりました。 実行委員会会

長に福田英彦パスト会長、 実行委員長に牛島義亮君、 副実

行委員長に岩政孝君、 八重野一洋君。 それに牛島実行委員

長の当クラブの創立３０周年に向けて、 若い世代に働いて経験

を積んで欲しいということで記念事業部会長に宮﨑正典君、 記

録部会長に山口裕之君、 記念式典部会長に岡光正君、 総務

部長に芥川圭一郎君、 会計 ・ 庶務部長に香月章彦君にお願

いしました。 これらの福田実行委員会会長、 牛島実行委員長

をはじめ各部会長、 会員の皆様の協力のもと２５周年記念式

典、 記念旅行、 長崎県立佐世保特別支援学校の 「太鼓 ・ ダ

ンス発表会」 を行うことができました。

　７月２日の第１回例会に始まり、 翌７月３日は事務局の引っ越

しでした。 牛島会員の好意で格安で貸して頂き、 部屋も広く

理事会、 委員会も出来る事務局をお借りすることができました。

ありがとうございました。

　８月６日の親睦活動委員会のお世話で弓張の丘ホテルでの

「納涼家族例会」 を多くのメンバーの皆様、 家族の皆様のご参

加で楽しむことができました。

　　８月１７日、 フランスからの国際青少年交換学生 マリーンさ

んが来日し、 岡田青少年奉仕委員長をはじめ青少年奉仕委

員会の皆様、 ホストファミリーを引き受けてくださった芥川君、

宮﨑君、 田代君、 ありがとうございました。 マリーンさんも来月

７月１０日にフランスに帰りますが充実した一年を過ごしたと思い

ます。

　１０月１６日のホテルオークラＪＲハウステンボスでの２５周年記

念式典では古賀良一ガバナー補佐をはじめ米海軍佐世保基

地司令官オグィアス大佐、 長崎県立佐世保特別支援学校の

中村敦校長、 聖和女子学院の卜部篤志校長、 釜山蓮山ロー

タリークラブ姜会長はじめ会員とご夫人、 市内７ロータリークラ

ブの会長 ・ 幹事の皆様をお迎えして盛大に催すことができまし

た。

　１１月１９日は恒例の職業奉仕委員会のお世話で 「社員招待

例会」 を牛島会員のシネマボックス太陽で行いました。

　１１月２８日～２９日は２５周年記念親睦旅行を大分県の別府に

３２名の参加者で、 観光とゴルフ組に別れて楽しい時を過ごす

事が出来ました。

　１２月２０日は親睦活動委員会の担当で当クラブ初めての会場

のハーバーテラスＳＡＳＥＢＯ迎賓館で 「忘年家族会」 を行う事

ができました。

　２０１６年１月８日は当クラブ４人目の第６グループの次年度ガ

バナー補佐に牛島義亮君を推薦することができました。 牛島ガ

バナー補佐には一年間ご苦労ですが宜しくお願いします。

　２月４日には親睦活動委員会の担当で 「延寿会」 をワシント

ンホテル佐世保で古希の山瀧正久会長エレクト、 古川直記君。

還暦の池永隆司副会長、 岩政孝会長ノミニーの４人のお祝い

を行う事が出来ました。

　２月２７日には、 当初大雪のため１月２４日に計画していた２５

周年記念事業の最後を飾る長崎県立佐世保特別支援学校の

「太鼓 ・ ダンス発表会」 を島瀬公園で糸瀬新社会奉仕委員長

のもと社会奉仕委員会の担当で実施できました。

　又、 当クラブは４月から米山奨学生キム ・ スルギさんのお世

話もすることになり、 大久保会員にカウンセラーを引き受けてい

ただきました。

　４月１４日から１６日まで３日間、 宮﨑国際奉仕委員長をはじ

め国際奉仕委員会の皆様と釜山蓮山ロータリークラブの２５周年

記念式典に出席してきました。 姉妹クラブ締結と今後の相互訪

問を２年毎の訪問にする事を文書にして今後の交流を確認して

きました。

　５月１８日は香月委員長のもと職業奉仕委員会のお世話で有

田の人間国宝 今泉今右衛門窯の見学をしました。 有田焼創

業４００年の今年、 当クラブ初の有田での例会でした。

　今年度この様に多くの事業をさせていただきました。 後２０日

程任期がありますが、 無事これまで出来ましたのも会員の皆様

のご支援、 ご協力のおかげです。 ありがとうございます。

　次年度がもうすぐ始まります。 山瀧会長は西海市の居住です

ので理事会、 委員会の開催場所、 時間等の配慮が必要かと

思います。 みなさん宜しくお願いします。

≪ 一年を振り返って ≫
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