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本日の出席率８１.１％：会員数４１名・出席２７名・欠席７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２２名・メークアップ１３名・出席規定免除会員出席２名

　皆さんこんにちは。 先週の会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式は大変

お疲れさまでした。 前年度の溝上純一郎会長、 池永隆司副会

長、 崎山信幸副会長、 馬場貴博幹事、 そして、 理事 ・ 役員を

はじめ地区委員の井上亮君一年間大変お疲れ様でした。 今年

度も側面からのご協力ご指導よろしくお願いします。

　マシューＤ・ オヴィアス佐世保基地司令官の祝辞、 お祝いの

メッセージを頂いた佐世保市長 朝長則男様有難うございまし

た。 激励の言葉を頂きました鶴田明敏パスト会長、 ありがとうご

ざいました。

　親睦活動委員長 芥川圭一郎君をはじめ、 親睦活動委員の皆

さん、 大変素晴らしい交代式を挙行して頂きまして感謝申し上

げます。 司会をして頂きましたＳＡＡの前田眞澄君、 新ＳＡＡ委

員長の田代博之君、 懇親会の司会をして頂いた山口裕之君、

ソングリーダーの松田啓伸君、 万歳三唱の音頭を取って頂いた

岩政孝副会長ありがとうございました。

　新しい年度は、 地区役員として牛島義亮ガバナー補佐をはじ

め、 米山記念奨学委員会委員に田代博之君、 地区会員増強

委員会委員に馬場貴博君を送り出しております。 会員皆様には

特段のご協力をお願いします。

　国際青少年交換学生のマリーンさんは、 来る１０日にお別れと

なります。 祖国フランスにお帰りになっても、 この貴重な一年間

の体験を大事にして頑張って頂きたいと思ってあります。

　クラブテーマを「連帯感をもって 友情を深めよう　“ロー
タリーの和”」といたしております。 和気あいあいの中で、 この

一年間を務めさせていただきます。 ご協力をお願いして挨拶と

させていただきます。

１．例会変更
佐世保北ロータリークラブ

７月１１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

２．来　　信
・（公財）ロータリー米山記念奨学会

①世話クラブ補助金送金のお知らせ　

②２０１６年度上期普通寄付金のお願い

・ガバナー事務所
①ガバナーエレクト事務所からガバナー事務所へ事務所

　 名称変更のお知らせ　

②社会奉仕事業アンケートご協力のお願い

③バギオだより第５５号の送付

④２０１６－１７年度前期分地区資金送金のお願い

⑤２０１６年規定審議会の決定報告書と補足資料のご案内

⑥２０１６－１７年度ジョン ・ ジャームＲＩ会長からの 「新ロー 

　 タリーへようこそ」

・長崎ロータリークラブ
第３７回ＲＹＬＡのお礼とＤＶＤの送付　

・佐世保南ロータリークラブ
２０１６－１７年度クラブ現況と活動計画書 ・ 前年度活動実

績報告書の送付　

３．依頼・伝達
　 ・「２０１６－１７年度会員名簿」、 「ガバナー月信７月号」、 「ロータ

　　　リーの友７月号」 がセルフボックスに入っておりますので、 ご確

　　　認ください。

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

世の中の動き
　本日は七夕、おり姫と彦星が年に一回出会う貴重な日であります。

また、 参議院選挙も終盤を迎えております。

イギリスのＥＵ離脱に向けた動きの中で、経済の不安定感、我々

を取り巻く環境も先が見えない状況にあるのではないでしょうか。
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山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは ! いよいよ２０１６～２０１７年度がスタート致し

ました。 先週の 「会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式」 では皆様方

に激励を頂き、「責任の重さ」 を改めて感じております。 また、

ご協力に感謝を申し上げます。

さて、 本日の記念すべき例会は、 山瀧会長の 「想いと運営

方針」 を披露してもらいます。 どうぞ、 一年間よろしくお願い

いたします。

溝上 純一郎直前会長 ・馬場 貴博直前幹事

一年間ありがとうございました。 山瀧会長、 岩政副会長、 岡

幹事、 一年間楽しんでください。

鶴田 明敏君

本年も楽しい一年でありますように。 戦力外通告を受けない

よう、 がんばります。

会員一同

山瀧丸の出航を祝して、 全員でニコニコ致します。

芥川 圭一郎親睦活動委員長

先週は皆様のご協力のお蔭をもちまして、 無事に 「会長 ・

副会長 ・ 幹事交代式」 を終えることができました。 ありがとう

ございました。

　２０１６～２０１７年度の会長を仰せつかりました山瀧です。 前

年度の溝上会長を初め、 池永副会長、 崎山副会長、 馬場幹

事、 理事 ・ 役員の皆様大変お疲れさまでした。

　２０１６～２０１７年度の国際ロータリー会長は、 ジョンＦ・ ジャー

ム氏 （米国テネシー州） です。 国際ロータリーのテーマは 「人

類に奉仕するロータリー」 です。 固い決意と熱意でポリオ撲滅

への取り組みなど、 人類への奉仕はロータリーの礎であり、 今

日の世界で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリー会員にな

ることであると言っています。

　

　第２７４０地区 崎永 剛ガバナーは、 地区運営方針を 『地区

に奉仕するロータリー』 として 「職業サービス」 の基本理念。

四つのテストの下にロータリアンとして 「誇り」 を持って地域に

貢献しようと言っております。

　そこで、 本年度、 佐世保中央ロータリークラブ スローガンを

「連帯感をもって　友情を深めよう！　“ロータリーの和”」 といた

しました。 ロータリーの目的は 「意義ある事業の基礎として、

奉仕の理念を奨励し、 これを育むことに有る」 と言われており

ます。 四つのテストでは、 「真実かどうか、 みんなに公平化、

好意と友情を深めるか、 みんなのためになるかどうか」 とうた

われております。 このことを会員同士が再確認、 理解すること

で、 来るべき３０周年に向けてスタートが出来るのではないのか

と思います。 これまで先輩たちが築いてこられた歴史を大事に

して、 次につながる事業を会員皆様と共に知恵を出し合い、

創り上げていきたいと思っております。

　クラブ奉仕委員会 坂井 智照委員長にはクラブ運営のかなめ

でもありますので、 「クラブ管理委員会」、 「会報・出席委員会」、

「ＳＡＡ」、 「親睦活動委員会」 の各委員長と連携して活動を進

めて頂きたい。 よろしくお願いします。

　クラブ管理委員会は、　野村 和義委員長を中心に例会プログ

ラムの作成も終わられ、 ゲスト卓話の充実を図り、 例会への参

加意識を高める方策を進めて頂いております。 年４５回の例会

が楽しみです。

　会報 ・ 出席委員会は、 糸瀬 新委員長を中心に役割分担を

明確にして、 ロータリーの活動状況を会報を通じての発信を楽

しみにしております。

　親睦活動委員会は、 芥川 圭一郎委員長を中心に既に先週

の 「会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式」 も内容の濃い運営をされて

本日の合計　　　　   33,000 円

本年度の累計　　　  90,000 円

■ 201６～ 201７年度クラブ運営方針 ■
クラブスローガン
　　　連帯感をもって　友情を深めよう
　　　　　　“ロータリーの和”

第２６代会長　山瀧　正久君

本田 実君

　歴代会長 ・ 幹事会の件

　本日出席して頂く皆様へ

本日の服装はラフな服装にてお願いしま

す。

前田 眞澄中央会幹事

　先般６月２６日、 天候にも恵まれ無事

２０１５～１６年度第５回中央会を行うことが

できました。 ご参加頂きましたメンバーの

方は大変ありがとうございました。 優勝は

古川直記さん、 準優勝は牛島義亮さん

でした。 一年間ありがとうございました。
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ＳＡＡ：宮﨑正典君

次回例会／７月１４日１８：３０～

次回献立／カツカレー、サラダ、フルーツ

おります。 次には 「納涼例会」 も控えておりますが、 一年間を

通じて盛りだくさんの担当例会があります。 大変ですけどよろし

くお願いします。

　ＳＡＡは、 田代 博之ＳＡＡを中心に会場監督の重要性を認識

し運営をお願いします。

　次に、 職業奉仕委員会　八重野 一洋委員長には、 恒例で

はありますが、 「職場訪問例会」、 「社員招待例会」 を中身の

濃いものにしていきたいとしておりますのでよろしくお願いしま

す。

　社会奉仕委員会 西村 浩輝委員長には、 長崎県立佐世保

特別支援学校との継続事業を推進し、奥様方のコーラスグルー

プ 「コスモス」 との協力を頂きながら取り組んで頂きたい。 また、

熊本地震の支援活動もよろしくお願いします。

　青少年奉仕委員会 岡田 文俊委員長には、 前年度は、 国

際青少年交換学生の対応も大変でありました。 今年度も引き

続きの委員長であり、 大変と思いますが第２７４０地区の活動を

見据えながら、 各委員と連携して取り組むことが計画されてお

りますのでよろしくお願いします。

　国際奉仕委員会 前田 眞澄委員長には、 「国際交流委員会」

｢ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員会｣の各委員長と連携し

て活動を進めて頂きたい。 今年度は、 姉妹クラブの韓国 釜山

蓮山ロータリークラブとの交流がなく国内での交流を計画をお

願いしております。 また、 本クラブとして将来的な国際交流の

在り方について幅広く議論を出し合い、 会員が参加しやすく楽

しめる交流を検討していく一年にして頂くことをお願いしします。

　国際交流員会は、 本田 実委員長を中心に、 将来的な交流

の方向性を検討して頂きたいと思っております。

　ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員会は、 池永 隆司委員長

を中心に第２７４０地区との連携して、 本クラブとしての取り組み

をお願いします。

　会員増強特別委員会は、 池永 隆司委員長を中心に今年度

のスタートが４１名でありますので、 会員皆さんと共に４名の新

会員の入会を勧めて頂きたいと思っております。。

　大久保 厚司パスト会長には、 直前会長としてご指導を頂い

てきました。 今年度は、 カウンセラーとして米山奨学生 金　ス

ルギさんのお世話をお願いします。

　第２７４０地区には、 第６グループの代表として牛島 義亮ガバ

ナー補佐をお願いし、 米山記念奨学委員会には、 田代 博之

君　会員増強委員会には、 馬場 貴博君をお願いして頑張って

頂いております。 彼らの活動も本クラブの充実があってはじめ

て自信をもって活動が出来ると思います。 会員皆様のご協力を

改めてお願いします。 クラブの運営は、 継続事業、 周年事業

も見据えた計画が大事であります。

国際青少年交換学生フロッカロ ・ マリーンさんが帰国前

の挨拶に来られました。                              

米山奨学生　金 スギルさん                              

　３０周年に向けたスタートの年であり、 また、 ２０１６年規定審

議会の決定により、 ２０１６年７月１日から有効となる 『２０１６年

決定報告書』 の内容についても、 地区と連携しながら議論を

深めていく必要があります。

　例会に参加することが楽しく、 親睦で互いの交流を深め、 人

と人の繋がりを大切にして、 委員会活動が活発に展開される、

そんな楽しいクラブを皆様と共に築いていきたいと思っておりま

す。 一年間ご指導、 ご協力をよろしくお願いします。
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