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本日の出席率６５.０％：会員数４３名・出席２２名・欠席１４名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.４３％：出席２５名・メークアップ１０名・出席規定免除会員３名

　皆さんこんにちは。

１２４１回例会です。 今年

度４５回目の例会です。

例会も今日を入れて後２

回になりました。

　昨日の雨量は記録的な

雨量でした。 被害もあっ

た模様です。 佐世保市の平均雨量は、 年間２０００ｍｍです。

雨量の多い月は梅雨の時期の６、 ７月です。 それぞれ３００ｍｍ

以上降りますが、 昨日は、 佐世保市内一日で３００ｍｍ以上振っ

たようです。 私の会社でも夕方、 車を２階の駐車場に数台移動

しました。 大きな被害がなく良かったです。

　今日の例会は、 理事、 役員さんの一年間の活動報告と思い

を語っていただきます。 今年度は、 多くの理事、 役員の皆さん

が初の役職をお願いしました。 当クラブ入会以来、 初の理事、

今まで務めたことがない役職をお願いしました。 一年間、 ご苦

労をかけました。 有難うございました。

佐世保ロータリークラブ　田中丸 善弥様
溝上会長、 馬場幹事、 一年間大変ご苦労様でした。 ８ロー

タリークラブ会長 ・ 幹事会ではお世話様になり厚く御礼申し

上げます。 今後共、 どうぞよろしくお願いします。

１．例会変更
　　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
        ７月　５日（火）・７月１２日（火）１２：３０～　
　　　　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

　  
７月１９日（火）→7 月23日（土）１８：３０～
場所 ：レンブラントホール　

＊創立２１周年記念式典例会 ・ 祝賀会の為
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佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　　 田中丸　善弥様                         

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                              

牛島 義亮次年度第６グループガバナー補佐
　６月１８日 （土） に唐津シーサイドホテルで新旧ガバナー補佐

会議がありまして、 ガバナーから伝達がありました。 前回の規

定審議会のことで例会は今まで通り、 週一回でお願い致しま

すとのことです。 いよいよ来週からガバナー補佐訪問が始まり

ますので、 皆様のご協力をよろしくお願いします。

芥川 圭一郎次年度親睦活動委員長
　来週６月３０日は会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式です。 皆様のご

出席、 ご協力をお願いします。

前田 眞澄中央会幹事
　いよいよ今週６月２６日第５回中央会が開催されます。 天気が

現在曇りで降水確率が４０％という予報で、 そのままだと実施で

きますが、 梅雨時期は天候が不安定ですので、 当日８ ： ００に

はゴルフ場へ行き、 決行か中止かのご連絡を入れたいと思い

ます。 尚、 ゴルフが中止になりましても夜の懇親会は行います

のでよろしくお願いします。 あと、 組み合わせ表は明日、 参加

メンバーの皆様の会社の方へ FAX を入れさせていただきます

２．来　　信
・国際ロータリー
　ザ ・ ロータリアン　２０１６年７月号の送付

・伊万里ロータリークラブ
　例会場変更のお知らせ

　７月１日～９月末までホワイトハウス伊万里に変更

・佐世保東ロータリークラブ
　２０１６～１７年度第３回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会の

　ご案内

　日時　７月２０日 （水） １８：３０～

　場所　グランドファーストイン佐世保
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■ クラブ協議会：委員会活動報告 ■

本日の合計　　　　    24,000 円

本年度の累計　　　  809,000 円

今右衛門古陶磁美術館

今泉今右衛門先生卓話

今右衛門陳列場

２５周年記念式典

岡 光正親睦活動委員長　
　本年度の親睦活動委員会は、 溝上会

長が掲げる 「思いやりの心　奉仕の心で

　友情を実践しよう」 のテーマを尊重し、

委員会メンバーが一丸となり、 会長の想

いを形に変えられるよう活動して参りまし

た。

　毎週の例会では 「思いやりの心」 で会員の皆様方を気持良

くお迎えし、 そして全員で後片付けを行い、 スムーズな例会運

営を行いました。 昨年の６月２５日の 「会長・副会長・幹事交

代式」 に始まり、８月開催の弓張の丘ホテルでの 「納涼例会」。

１０月の 「２５週年記念式典・懇親会」。 ハーバーテラスＳＡＳＥ

ＢＯ迎賓館での 「忘年家族例会」。 そして最後のワシントンホ

テル佐世保での 「延寿会」。 委員会メンバーのご協力により、

全てが会員の皆様方の心に残る素晴らしい事業展開が出来ま

した。 反省点として、 委員会メンバーの中から退会者３名を出

した事。 若い人の例会出席率の向上に貢献出来なかった事な

ど、 数点ありますが、 この反省点は次年度の親睦活動委員長

に託したいと思います。

　皆様方のご協力により、一年間無事に努める事が出来ました。

感謝の言葉しかございません。 本当に有難うございました。 こ

れで、 青いタスキを外させて頂きます。

前田 眞澄副ＳＡＡ　
　本年度の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、 明るい例会作りを

行っていくことを目標に７つの項目を基本

方針として活動を行ってきました。

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

昨日の豪雨まるで熱帯地方のスコールかモンスーンのような

雨でした。 長崎市内の方は昭和５７年の （１９８２年） の長崎

大水害を思い出された方も多かったようです。

さて皆さん、 今日は早いもので遂に本年度の最終例会となり

ました。 （正確に言えば来週の交代式まででしょうが）。 本日

は一年間の委員会活動報告となっています。 よろしくご清聴

ください。

馬場 貴博幹事
今日か明日かと気をもんでまいりましたが、 ６月１８日夜１１時

過ぎに、 二人目の孫が生まれました。 ３３００ｇと大きめでした

が、 意外と安産で息子の嫁は４人は欲しいとの声が現実味を

帯びているような気がしますが、 私とカミさんは少し…。 まぁ

少子化と言われる時代に子供の声で賑わうのは嬉しい限りで

ありますので、 喜びのニコニコを致します。

岡田 文俊君
十八銀行の株主総会報告。 一時間でした。 九州で一番人

口減の県で１０年後半減する離島や過疎地のインフラが維持

できない。 長崎でのメールの統合 （６月スタート） だけでも数

千万の節減効果とのことでした。 松本さんが取締役審査委

員長に、 前の支店長の三井さんが執行役員になられます。

本田 実君
溝上会長、 池永副会長、 崎山副会長、 馬場幹事、 一年間

お疲れ様でした。 先週行われました五島トライアスロン大会

に行ってきました。 ミディアムタイプ１４７． １ｋｍを１８時間４６

分１５秒にてゴールしました。 また、 翌日朝から心配の電話

を頂いた大久保さんありがとうございました。溺れませんでした。

追；大会には日本代表にもなった近藤雅彦 （マッチ） が来

ていました。 バイクの金額は３００万近くするけど本人の力不

足かあっという間に追い越してあげました。

前田 眞澄副ＳＡＡ
溝上会長、 池永副会長、 崎山副会長、 馬場幹事、 一年間

本当にご苦労様でしたということと、 本日、 田雑ＳＡＡの代理

で委員会活動報告をさせて頂くことと、 ニコニコＢＯＸ目標達

成のため３週間にわたって色々言っている岡親睦活動委員

長が可哀想なんでニコニコします。 次年度岡君はもっと可哀

想になると思います。

南部 建会報・出席委員長
一年間お世話になりました。

香月 章彦職業奉仕委員長
一年間、 職業奉仕委員長を務めさせていただきました。 右

も左もわからないまま馬場幹事にたくさん御負担をおかけしま

した。 申し訳ありません。 ありがとうございました。 社員招待

例会では牛島先輩にお世話になりました。 ありがとうございま

した。 社員招待例会も職場訪問例会にも多くの会員の皆様

にご参加いただきました。 ありがとうございました。

糸瀬 新社会奉仕委員長
本年度最後の例会になりました。 理事としてあまり力を発揮

出来ませんでした。 申し訳ありません。

宮﨑 正典国際奉仕委員長
国際奉仕委員会に一年間、 御協力いただきありがとうござい

ました。 それでは再来年、 釜山で会いましょう。

岡 光正親睦活動委員長
本年度の親睦活動委員会は今日で最後になります。 一年間

大変お世話になりました。
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ＳＡＡ：前田眞澄君

次回例会／会長・副会長・幹事交代式

６月３０日１８：３０～　セントラルホテル

今右衛門陳列場

活動の実績評価に関しては皆様のこれまでの例会を振り返って

みてのご判断に委ねたいと思います。 ただ、 残念だったのは

長富さんと牟田さんの期中ばにしての退会となってしまい最後

まで同じメンバーで本年度を終る事が出来なかった事です。

　ＳＡＡメンバーとしては、 例会の場では和気あいあいとした雰

囲気を作り出す事が出来、 司会ローテーションも連絡を密にと

ることも出来た事でローテーション変更があってもスムーズにそ

れに対応を行うことが出来ました。 そういった中で一年間無事

にＳＡＡの職務を行って来れましたのも、 ひとえに溝上会長、

馬場幹事をはじめ、 会員の皆様お一人お一人のご協力の賜

物と熱く御礼申し上げます。

南部 建会報・出席委員長
　一年前、 委員会の皆様には委員会の

シフト表を作りますと言いましたが、 結局

作成しないまま毎週その場で対応をして

きました。 すみませんでした。

香月 章彦職業奉仕委員長
　今期初めて理事、 委員長を務めさせて

頂きました。 右も左も解らない中、 溝上

会長と馬場幹事にご指導を頂きながら、

一年が過ぎました。 指山副委員長をはじ

め委員会のメンバーにも積極的に関わっ

て頂きました。

　社員招待映画例会は牛島会員のご協力の下、 １１月１９日に

開催しました。 上映は 「トランスポーターイグニッション」 で、

参加者数は１４５名でした。 特にＡｕｄｉ車がメインに登場する映

画でしたので、 当該車種を取り扱われている会社の社員さん

に、 多くご参加頂きました。

　職場訪問例会を、 ５月１９日に佐世保を離れ佐賀県有田町の

今右衛門窯で行いました。 人間国宝の今泉今右衛門先生に

卓話と講義を頂き、美術館、工房そして展示室を見学しました。

参加者は２６名でした。 遠距離とのこともあり、 移動手段等困

難に思われましたが、 参加会員の協力により、 予想以上にス

ムーズに行えたと思っています。 一年間、 ありがとうございまし

た。

岡田 文俊青少年奉仕委員長
　クラブの理事、 委員長の初体験を溝上

会長、 馬場幹事のご指導の賜物で無事

に終了できそうです。 ありがとうございま

した。

　昨年内命を受けた時、 フランス人留学生の受け入れを聞き、

そのコミュニケーションの難しさと国民性から全く自信がありませ

んでした。 このため、 年度計画書においても全面的に会長、

幹事の指示に従うと記載したほどです。 それが期末に無事に

たどり着けそうなのは、 一にＭａｒｉｎｅ．Ｆさんの人柄の良さとホス

トファミリーとして暖かく受け入れてくれた芥川さん、 宮﨑正典さ

ん、 田代さんのおかげです。 ありがとうございます。 勿論、 交

換学生支援室の皆さんのご協力も忘れられません。 先日の委

員会の打ち上げ会に来てくれたＭａｒｉｎｅさんが、 日本の高校生

活が楽しいと真から言ってくれたこと。 帰国するのが淋しいと

言ってくれているだけで大成功だったと思います。

　事実上、 青少年奉仕委員会の活動は留学生対応に終始し

てしまいました。 次年度も委員会を継続し担当することになりま

したが、 新委員会の顔合わせ会で何か一つだけでも具体化し

ようと相談したところです。 今後も青少年奉仕委員会へのご支

援をよろしくお願いします。

糸瀬 新社会奉仕委員長
　佐世保中央ロータリークラブ２５周年記

念事業として、 長崎県立佐世保特別支

援学校に太鼓、 旗、 イーゼルを寄贈し

ました。

　太鼓、 旗のお披露目として 「長崎県立佐世保特別支援学校

太鼓・ダンス発表会」。 （共演；西海黒潮太鼓・卸団地太鼓

練成会） を開催しました。 当初発表会は１月２４日 （日） に予

定していましたが、 記録的な大雪のため２月２７日 （土） に順

延して盛大に実施することができました。 長崎県立佐世保特別

支援学校の生徒、 先生、 父兄の皆さんにも大変喜んでいただ

きました。 当クラブの会員の皆さんにも設営等応援して頂きあり

がとうございました。

宮﨑 正典国際奉仕委員長
　国際交流では、 今まで曖昧だった釜山

蓮山ロータリークラブの交流について、

協議して書面化することで交流の頻度を

明確にしました。

　ロータリー財団・米山記念奨学委員会では、 例年通りロータ

リー財団と米山奨学会へ寄付を行いました。

牛島 義亮２５周年実行委員会委員長
　パスト会長の皆様に活躍の場を準備で

きなかったこと申し訳けなかたなぁと思い

ましたが、 コーラスで一部のメンバーが

活躍されたのは良かったと思いました。

皆様のご協力ありがとうございました。


	1214
	1214-2
	1214-3

