
第1232回　平成28年11月17日号

本日の出席率７８.９５％：会員数４１名・出席２６名・欠席４名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター２名

前々回の修正出席率９７.３６％：出席２３名・メークアップ１０名・出席規定免除会員出席４名

　皆さんこんにちは。 すっきりしな

い天気が続いております。 体調に

は十分お気を付けください。

　１０月２７日の例会以降の活動状

況を報告します。

　先週１１月１０日は、 職業奉仕委

員会の担当で、 社員・ 家族招待

映画例会でした。 シネマバックス太陽の牛島社長、 八重野委

員長をはじめ委員会メンバーの皆さん有難うございました。

　１０月２９日に開催された中央会ゴルフコンペには、 日程の都

合で出席できず残念でした。

　１０月３０日は、財団セミナーが大村市で開催され牛島ガバナー

補佐をはじめ、 前田委員長、 岡幹事と参加をいたしました。

　１１月２日には、 市内８ロータリークラブの会長 ・ 幹事会があり、

来賓の牛島ガバナー補佐、 岡幹事と出席しました。

　１１月９日には、 歴代の会長 ・ 幹事経験者に参集いただきロー

タリーの戦略会議を開催いたしました。 ３年、５年先の長期ビジョ

ンの必要性を確認し、 クラブの発展に繋げていければと思って

おります。

　また、 会員増強についても、 良い話を頂いております。 ことを

おつなぎします。

　本日は、 年次総会です。 次年度の役員、 理事を決める大切

な総会ですので皆様のご協力をお願いします。

１．例会変更
 佐世保北ロータリークラブ

１２月１２日（月）１８：３０～
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佐世保ロータリークラブ　木下貴夫様　
初めてのメーキャップです。 よろしくお願いします。 ４月より

西部ガス佐世保支店長として着任しておりますので、 よろし

１１月１２日　指山　康二・いづみ ご夫妻
１１月２４日　平岩　義明・晴美　 ご夫妻

場所 ：ホテルヨーロッパ レンブラントホール　　

忘年家族例会のため

１２月２６日（月）休会　定款第６条第１節により

佐世保東ロータリークラブ
１２月１５日（木）１２：３０→12 月17日（日）１８：３０～
場所 ：ホテルオークラＪＲハウステンボス　

クリスマス家族例会のため

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
１２月　６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ため

１２月２９日（木）休会　定款第６条第１節により　

２．来　　信
・佐世保北ロータリークラブ

佐世保市内８ロータリークラブ第５回会長 ・ 幹事会議事録

佐世保ロータリークラブ　　 　 　　　　　　 木下　貴夫 様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　信孝 様

昭和３６年１１月　１日　馬場　貴博 君
昭和３７年１１月　５日　川島　千鶴 君
昭和３１年１１月１１日   岩政　　孝 君
昭和３３年１１月１３日　南部　　建 君
昭和２８年１１月２６日　田雑　豪裕 君
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本日の合計　　　　   22,000 円

本年度の累計　　　 416,000 円

くお願いします。 ４月より西部ガス佐世保支店長として着任し

ておりますので、 よろしくお願いします。

佐世保ロータリークラブ　田中信孝様　　　　　　　　　
　　佐世保クラブの田中です。 お世話になります。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！佐世保ロータリークラブ木下貴夫様 ・田中

信孝様のご来訪を心より感謝致します。 さて、本日の例会は、

年次総会となっております。 細則の変更と、 次年度役員理

事選出の議案となっております。 大切な総会ですので、 慎

重なるご審議をお願い致します。 我々の年度としては、本日、

次年度役員理事が決まり、 折り返しとなり、 少し 「ホット」 とし

ているところです。 本日もどうぞ、 よろしくお願い致します。

山瀧 正久会長
先週の映画例会は社員も喜んでおりました。 ありがとうござい

ました。 今年は西海町の 「みかん」 が美味しく出来上がり人

気です。 船番所では 「おせち」 の予約を承っております。

情報をお知らせし、 ニコニコします。

岩政 孝副会長
約１０ヶ月前に、 ロータリークラブの還暦のお祝いをして頂き

ましたが、 今月の１１月１１日ポッキーの日に、 やっと６０才を

迎えられました。 今後は品行方正をモットーに人格形成に努

めます。

指山 康二君
①結婚記念日のお花ありがとうございました。 ちなみに、 そ

の日は夫婦別々の旅行、 私は熊本でゴルフ。 妻は京都旅

行でした。

②今日から島瀬美術館で 「馬場忍先生と教え子の美術コラ

ボ展」 が開催されます。 私も旭中と北高の美術部の生徒で

お世話になりました。 馬場先生の依頼で、 私の建築設計作

品集を中２階に出展しています。 キラキラのついでに見にき

て下さい。 １１月２７日までです。

溝上 純一郎君
先日、 職業奉仕委員会担当の映画例会では、 多数の社員・

家族がお世話になりました。 ありがとうございました。 また、 本

日は年次総会です。 次年度の理事 ・ 役員が決まります。 ご協

力の程お願いします。

西村 浩輝君
「君の名は」 真知子は昭和の時代、 三葉は現代。 未来は朱

音です。 映画例会の朝、 孫が無事に誕生しましたのでニコ

ニコします。 ９番目の孫娘です。 「君の名は」 １番目の高校１

年の孫娘と楽しむことが出来ました。 ありがとうございます。

岡田 文俊君
佐世保おくんち、 年番長の宮総代無事に済みました。 沢山

のお花ありがとうございました。 来年の踊町、 よろしくお願い

申し上げます。

川島 千鶴君
先日１１月５日（土）に誕生日を迎えて、一つ大人になりました。

土曜日現場で、 日曜日はＯＦＦだった為に、 会社の玄関先

に花が置いてありました ・ ・ ・ 私と同じく、 少々乾燥していた

ので、 たっぷりの水分を与えました。 どなたか、 私にもたっ

ぷりの水分を与えて下さい。

南部 建君
誕生日プレゼントありがとうございました。

前田 眞澄君
先週の映画例会では、 急に１名参加者が増えてしまい、 職

業奉仕八重野委員長に相談したところ、 心よく対応してくれ

ました。 八重野委員長の神対応への感謝と、 本日、 牛島さ

んから京都嵐山の日本で唯一の 「髪の毛」 のお守りを、 橋

口さんでなく私がもらった事に感謝してニコニコします。

本田 実君
こんにちは。 仕事にて上五島、 下五島、 壱岐、 対馬と島ま

わりをしています。 下五島では前田君の会社にお手伝いを

頂きました。 金額の交渉をしないまま発注をしましたが ・ ・ ・

きっと下げてくれるでしょう、 ということでニコニコします。

馬場 貴博君
本日は大切な年次総会ですが、 手が足りず現場に行く事に

なり欠席します。 もし年次総会で私の出番があれば、 岡幹

事に私の想いは伝えてありますので、 聞いて頂ければ幸い

です。

芥川 圭一郎君
先週の映画例会のお陰で、 家族の会話に入っていくことが

出来るようになりました。 ありがとうございました。

■ 年 次 総 会 ■

１．開会の辞

２．出席者の確認（定数報告 岡 光正幹事）

　　　会員総数４１名、 出席者３０名。

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第５条第３節により、 会

　　　員総数の３分の１である１４名を上回っており成立が確認さ

　　　れた。

３．議長選出

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第４条第１節により山瀧

　　　正久会長を議長とする。

４．議事録作成者指名(議長指名）

　　　議事録作成者に岡光正幹事が指名された。

５．審議事項

　　　１） １号議案 

　　　 ・ 佐世保中央ロータリークラブ細則変更の件　
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ＳＡＡ：田代博之君

次回例会／１１月２３日１２：３０～

次回献立／ローストビーフ丼、スープ、サラダ

≪次年度役員・理事挨拶≫　　　　　
崎元 英伸会長ノミニー
　会長ノミニーの指名を頂きました、 崎元です。 在籍年数の

わりにロータリーへの理会は浅く、 今後の皆様の御指導をよろ

しくお願いします。

岡田 文俊次期副会長
　会長、 幹事をサポートするのが副会長の役割と認識しており

ます。 経験が少しなのでどうなるか自信がありませんが、 よろし

くお願い申し上げます。

川島 千鶴次期幹事
　次年度幹事を務めることになりました。 まだまだ先だと思って

おりましたが、 ご指名頂いたので、 行き届かない所も多々ある

かと思いますが、 転ばぬ先の杖で、 皆さん、 どんどんアドバイ

スを頂き、 一年無事に終えることが出来ますので、 どうぞ皆様

のご協力、 ご支援、 よろしくお願い致します。

橋口 佳周次期会計
　２度目か３度目の会計を努めさせて頂きます。 ロータリーの

事業を円滑に進めるためにも会員増強が必要かと思います。

ニコニコを別会計にして、 運営できるようになればと思っていま

す。 よろしくお願いします。

指山 康二次期理事
　自称、 筆頭理事の指山です。 ８年前、 私の会長の時の幹

事が岩政会長予定者、 副会長が崎元会長ノミニーです。 嬉し

い限りです。 また、 中央ロータリークラブに女性会員として入

会していただいた川島次期幹事です。 何かの縁を感じます。

筆頭理事としてたくさん口出して、 楽しい２０１７～２０１８年度に

したいと思います。

　　●細則 （第３条　理事および役員の選挙） 会員名簿 P５９

　　　現） 会長、 副会長、 幹事、 会計および７名以内の理事

　　　　　　の指名 ・ ・ ・ ・

　　　変） 会長、 副会長、 幹事、 会計及び７名以上１０名以内

　　　　　　の理事の指名 ・ ・ ・ ・

　　●補足規定 （第１条　指名委員会）　会員名簿 P７４

　　　現） 会の任務は、 次年度の副会長、 幹事、 会計及び５

　　　　　　名～７名以内の理事 ・ ・ ・

　　　変） 副会長、幹事、会計及び７名以上１０名以内の理事・・・

　　２） ２号議案

　　　 ・ ２０１７-２０１８年度 ・ 役員理事選出の件

　　　　溝上純一郎指名委員長より、

　　　　会   長 ： 岩政　孝君

　　　　副会長 ： 岡田文俊君　　

　　　　幹   事 ： 川島千鶴君

  　　　会   計 ： 橋口佳周君

　　　　理   事 ： 指山康二君、 池永隆司君、 本田    実君

　　　　　　　　　　南部　 建君、 野村和義君、 馬場貴博君

                      田中啓輔君、 宮﨑正典君、  山口裕之君

　　　　との報告があり全員の拍手で承認された。

池永 隆司次期理事
　また理事をさせて頂くことになりました。 同学年で還暦祝いを

して頂いた岩政会長予定者を少しでも支えていきたいと思いま

す。 一年間、 ご協力よろしくお願い致します。

本田 実次期理事
　溝上指名委員長より、 次年度理事のお話があり青少年にと

のことでしたので、 OK 致しましたが、 蓋をあけてみたら広報 ・

会報でした。 パソコン打つのが嫌いなのに！

南部 建次期理事
　久々の理事を拝命致しました。 次年度会長の足を引っ張ら

ないように頑張ります。 よろしくお願いします。

野村 和義次期理事
　本年度に引き続き次年度もどうぞよろしくお願い致します。

田中 啓輔次期理事
　初めての理事になります。 よろしくお願いします。

山口 裕之次期副幹事
　次年度は頑張りますので、 よろしくお願い致します。

山瀧 正久次期直前会長
　新しい役員体制が出来ました。 岩政会長エレクトを中心に新

たな活動が展開されることを期待いたします。

　併せて、 長期ビジョンを見据えた組織が求められております

ので、 私なりにサポートしてまいりたいと思っております。 よろし

くお願いします。

岩政 孝次期会長
　本日は、 次年度の役員 ・ 理事の決定についてご承認を頂き

ありがとうございました。 また、 溝上指名委員長はじめ指名委

員会の皆様には大変ご苦労をお掛けしました。 心より感謝申し

上げます。

　本日より１９ヶ月間、 理事 ・ 役員の皆様の協力を頂き、 会員

皆様のご支援をお願いして、 次年度にバトンタッチできるよう努

力してまいりますので皆様のご指導をお願い申し上げます。
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