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本日の出席率６７.５６％：会員数４１名・出席２２名・欠席１２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３１名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席６名

　今週は、 参議院選挙があったり、

梅雨時期特有の大雨が降ったり、

すっきりしない天気が続いておりま

す。 会員皆様は、 体調管理に注

意を払い元気に過ごしてほしいと

思っております。

　報告をさせていただきます。

７月７日の例会の後、 市内８ロータ

リークラブの会長、 幹事で佐世保市長に表敬訪問をいたしまし

た。 ６月３０日の交代式におけるお祝いのメッセージに対するお

礼を申し上げてきました。 その日は、 夕方から歴代会長、 幹事

から歓送迎会を開催して頂き、 感謝を申し上げます。 これから

のご指導をお願いしたところであります。

　７月８日は、 牛島ガバナー補佐の佐世保南ロータリークラブ訪

問に合わせて、 岡幹事とメークアップをいたしてきました。

昨日、 ７月１３日は岡幹事と佐世保ロータリークラブにメークアッ

プに行ってきました。 佐世保ロータリークラブは、 ７６人、 佐世

保南ロータリークラブは７５人と会員も多く、 活気がある素晴らし

いクラブだと関心をしてまいりました。

　また、 ７月１０日は、 国際青少年交換学生のマリーンさんの帰

国に伴い、 受け入れ家族の皆様と溝上直前会長、 馬場直前幹

事ともども福岡国際空港まで見送りに行ってきました。 受け入れ

家族の皆様大変お世話様でした。

　我がクラブも 「会員の和」 を大事にしながら、 在籍することに

誇りをもって、 歴史をつくって行きましょう。 本日は、 第１回クラ

ブ協議会です。 クラブの活動計画等が話されますので、 会員

みんなで共有していきたいと思います。 よろしくお願いします。

１．例会変更
伊万里西ロータリークラブ

８月４日（木）休会　定款第６条第１節により
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牛島 義亮ガバナー補佐

　最初のガバナー補佐訪問を佐世保南ロータリークラブで行っ

てきました。 多数のメンバーに同行していただき、 感謝します。

又、 明日７月１５日は初のガバナー公式訪問です。 頑張ってき

ます。

大久保 厚司米山奨学生カウンセラー

　７月９日～１０日、米山奨学生の研修旅行にカウンセラーとして、

地区委員の田代博之君と供に参加しました。 雲仙・島原の名

所を奨学生１６名中１５名、 地区とカウンセラー１０名の参加でし

た。 終日笑いと会話で奨学生の真面目な将来像を語りました。

とても楽しかったです。

２．来　　信
・ガバナー事務所

①第１５回ロータリー全国囲碁大会のご案内　

②地区ホームページ更新情報

　 ２０１５～２０１６年度国際青少年交換学生レポート

　 ２０１６～２０１７年度ハイライトよねやま１９６号

・佐世保北ロータリークラブ
「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
　 ・ 次回７月７日は海上自衛隊佐世保地方総監 山下万喜様の卓　

　　　話になっております。

　  ・ ８月４日は納涼例会です。 会員、 家族の多数のご参加をお願

　　　いします。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！連日の大雨は５０年に一度の降水量という

所もあり、 佐世保の鵜渡越町でも斜面が崩落するなどの被

害がでたようです。 メンバーの皆様方は大丈夫でしたか？

さて、 本日の例会は第１回クラブ協議会です。 各委員会の
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ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／７月２１日１２：３０～

次回献立／和食ミニ御膳

一年間の方向性を示していただきます。

本日もよろしくお願い致します。

岡田 文俊君
夏祭りの季節です。 福石観音の千日祭のポスターが出来ま

したので、 目立つ所へ張り出しをお願いします。 ご協賛お願

い出来れば大変嬉しいです。

野村 和義君
遅くなりましたが、 私、 おじいちゃんになりました。 この先は

我が子と孫が同級生になるように頑張ります。 又、 久しぶり

に先々週に万馬券を当て、 鼎寿司でおいしい食事をさせて

頂きましたので同時にニコニコさせて頂きます。 今年は山瀧

会長の為に頑張ってニコニコ致します。

芥川 圭一郎君
佐世保北中学校１１回生は、 昨日無事に富士山登頂に成功

しました。 私も登ってみたいなあ。

野村 和義クラブ管理委員長
◎会計・ ・ ・今年の監査は厳しい

◎クラブ管理・ ・ ・ロータリー情報タイムとして幹事報告の後、

３分間程度の時間を頂戴いたします。

糸瀬 新会報・出席委員長
会報・出席メンバー７名、 連帯感をもってクラブ会員全員のホー

ムクラブの出席率をあげていきたいと思います。

宮﨑 正典副ＳＡＡ
１． 例会は各週、 正、 副の担当者を決め運営する。

２． 各月の第一週は、 例会時に国歌並びにロータリークラブを

斉唱する。

３． 各委員はタスキを着用し、 会場監督の自覚を認識する。

４． 時間厳守を励行する。

５． 音楽に関しては、 ホテル側に依頼して、 スムーズな音だし

に心掛ける。

６． 親睦活動委員会と協力して、 ゲスト、 ビジターを温かく迎

える。

７． ビジターの多い時、 食事はビジターを優先する。

芥川 圭一郎親睦活動委員長
　委員会名の通り、 親睦を行う委員会ですが、 会員相互の親

睦と会員のご家族との親睦が図れるようにやっていきます。

本日の合計　　　　   　7,000 円

本年度の累計　　　   97,000 円

■ 第１回クラブ協議会 ■

当然、 例年の５つの親睦事業は、 きっちりと行います。

　また、 ニコニコも担当になっていますが、 お願いという形では

なく是非、 一週間の中で、 楽しいことや、 嬉しかったことを来

がけて見つけていただき、 ニコニコをしていただきたいと思いま

す。 よろしくお願いします。

八重野 一洋職業奉仕委員長
　本年度も社員招待例会、 職場訪問例会を例年通り企画した

事業活動計画をしておりますが、 それに加え経営コンサルタン

トから講師を卓話者としてお招きしたセミナーを計画していま

す。 職業奉仕の理念から生まれた 「四つのテスト」 を柱とした

３本の矢を以って一年間頑張っていきたいと思います。 一年間

どうぞよろしくお願い致します。

西村 浩輝社会奉仕委員長
　今年度も長崎県立佐世保特別支援学校高等部の和太鼓部、

ダンス部発表の場として島瀬公園で１２月頃を予定しています。

　又、 コスモスのコーラスの協力を得て和太鼓部が社会福祉法

人民生会を１０月頃訪問し、 お互いに楽しんでいただくことを企

画しております。

　次期地区補助金事業も岩政ノミニーと打ち合わせをしながら

進めていきたいと思いますので、 皆様協力を宜しくお願いしま

す。

岡田 文俊青少年奉仕委員長
　９月度に永年、 佐世保市立祇園小学校で 「祇園みどりの少

年団」 の活動を続けられ、 表彰を受けられておられる小林団

長をお招きし、 卓話をして頂く予定 （田雑パスト会長推薦）。

地域の学童への啓発活動や学校との連携についてご教授頂き

委員会の方向性を学びたい。 今秋は具体的な野外活動の支

援などの行事ができないか検討します。

本田 実国際交流委員長
　国際交流委員会では昨年姉妹クラブである釜山蓮山ロータ

リークラブとの交流の在り方を見直しました。 それを踏まえ本年

は国内外を問わず 「交流」 という言葉をキーワードに当クラブと

して有意義で望ましい 「交流」 とは 「何か」 を会員の皆様に

考えて頂けるような事業を行っていきたいと思います。

池永 隆司ロータリー財団・米山記念奨学委員長
　昨年度より受け入れています、米山奨学生、金スルギさん （韓

国） を大久保厚司カウンセラーと共にお世話していきたいと思

います。

　ロータリー財団、 米山記念奨学会への寄付につきましては、

佐世保中央ロータリークラブ基金会と諮り、 それぞれに寄付を

していきたいと思います。 また、 ロータリー財団、 米山記念奨

学会について、 会員の皆様に認知と理解を頂けるよう企画をし

ていきます。
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