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本日の出席率８０.００％：会員数４５名・出席３０名・欠席９名・出席規定免除会員（６）６名・ビジター２名

前々回の修正出席率９３.１８％：出席３０名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席５名

　皆さんこんにちは。 本日は春を

思わせる温かい天気になりました。

体が動きやすくて暖かいのがいい

ですね。

　本日のご来訪者は、 卓話をして

いただく佐世保商工会議所青年

部会長 川野知文様、 随行の専務

理事 浦川尚史様です。 また、 佐世保ロータリークラブの木下貴

夫様、 佐世保南ロータリークラブの直江弘明様です。 お二人に

は数多くご来訪いただき感謝申し上げます。

　先週は、 延寿会を行い喜寿の福田英彦君、 松尾英機君、 還

暦の浅野訓一君、 平岩義明君には無事にお祓いも終わり、 あ

らためてお祝いを申し上げます。 これからも、 健康に留意してま

ますご活躍をされることを願っております。

　これも芥川圭一郎親睦活動委員長をはじめ、 当日の進行を取

り仕切っていただいた田中啓輔君、 有吉中君にも改めてお礼を

申し上げます。 そして委員長を中心に親睦活動委員会の皆様

のお世話のおかげだと感謝を申し上げます。 以上で会長挨拶と

いたします。

１．例会変更
佐世保ロータリークラブ
２月２２日（火）１２：３０～→１８：３０～
場所 ：アイトワ

創立記念日例会 （第６６回） のため

佐世保東南ロータリークラブ
２月２２日（水）休会　定款第６条第１節により
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佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　 　 木下　貴夫 様

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　 直江　弘明 様

２．来　　信
・国際ロータリー

ザ ・ ロータリアン　２０１７年２月号

・国際ロータリー日本事務局
２０１６年版手続要覧

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
２０１６年度確定申告用領収証

米山功労者寄付感謝状 ・ 米山功労クラブ感謝状

「ハイライトよねやま２０３号」 発行のおしらせ

・一般社団法人ロータリー友事務所
２０１７～２０１８年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い

・ガバナー事務所
日本 RYLA 地区委員募集のお知らせ

第１回日本 RYLA セミナー ロータリアン参加のお願い

　日時 ：３月２４日～２６日

　場所 ：全トヨタ労連研修センター つどいの丘

　参加対象者 ：ロータリークラブ会員

・２０１６～２０１７年度地区大会事務局
２０１７年１月から入会された酒造経営ロータリアンについ

てのお願い

・ガバナーエレクト事務所
２０１７～２０１８年度地区名簿作成に伴うお願い

２０１７～２０１８年度 「会長エレクト研修セミナー」 及び

「次期クラブ幹事セミナー」 のご案内

日時 ：３月２６日 （日） 点鐘　１３：３０　懇親会　１７：００

場所 ：マリトピア （佐賀市）

・佐世保ロータリークラブ
第４５回市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会

競技委員・ 担当幹事会議のご案内

日時 ：３月１日 （水） １３： ４５～

場所 ： 佐世保玉屋 ８階 文化ホール

２０１７～２０１８年度佐世保市内８ロータリークラブ会長 ・ 幹

事会のご案内

日時 ：３月１５日 （水）

場所 ： 佐世保ワシントンホテル 桜川

３．依頼・伝達
　　・次回２月２３日は海上自衛隊佐世保地方総監部 幕僚長

　　　　 の出口佳務様の卓話となっております。
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牛島 義亮ガバナー補佐

　現在、 第６グループの現況報告書を作成しています。 ３

月１３日に行われる３クラブ合同例会で発表したいと思っていま

す。 会員数が多い少ないのクラブがあるなか、 会員数が少な

いクラブほど一生懸命頑張っている気がします。

　ニコニコ １位 佐世保北ロータリークラブ １７０万円、 ２位 佐世

保南ロータリークラブ １４０万円、 ３位 佐世保東ロータリークラ

ブ、 ４位 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ。 このような内

容での発表を考えています。

大久保 厚司米山奨学生カウンセラー

　３月１０日に、 米山奨学生 金さんのご両親と親睦会を行

いますよろしくお願いいたします。

井上 亮中央会幹事

　２月５日、 ２０１６～２０１７年度第３回中央会を実施しました。

　優勝 平岩義明君、 準優勝 牛島義亮君。

第４回は北斗会との対抗戦となります。 ３月１２日 ( 日） ９時スタート

の実施予定です。

佐世保ロータリークラブ　木下貴夫様
本日はお世話になります。 今年もメイクアップで訪問する回

数も多いかと思いますが、 よろしくお願いします。

佐世保南ロータリークラブ　直江弘明様
今年３回目のメイクアップです。 まだまだたくさんお世話にな

ると思うので、 よろしくお願いします。

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

世保南ロータリークラブ 直江弘明様のご来訪を心より歓迎い

たします。 先週の延寿会は芥川委員長率いる親睦活動委員

会の皆様方のおかげで、 心に残る宴ができました。 大変お

疲れ様でした。

さて、 本日の例会は、 佐世保商工会議所青年部 川野知文

会長の卓話になっております。「もやしの話か？」 それとも 「Ｙ

ＥＧ活動についてか？」 わかりませんが、 会員一同楽しみに

しております。 本日もどうぞよろしくお願いいたします。

岡 光正幹事
２月３日は節分。 そして、 ２６回目の結婚記念日でした。 素

敵なお花、 ありがとうございました。 船番所の一本１， １００円

の恵方巻きを食べながら、 頂いたお花を二人で眺めていまし

２月　３日　岡　　光正・晴美 ご夫妻
２月　９日　山口　裕之・和子 ご夫妻
２月１４日　浅野　訓一・由美 ご夫妻
２月２２日　岡田　文俊・順子 ご夫妻
２月２９日　馬渡　圭一・恵梨 ご夫妻

昭和３５年２月　１日　野村　和義 君
昭和２７年２月　３日　牛島　義亮 君
昭和３８年２月　８日   井手　陽一 君
昭和３２年２月　９日　平岩　義明 君

米山功労者

山瀧 正久会長
田代 博之君
宮﨑 正典君

昭和４６年２月　９日　山口　裕之 君
昭和２５年２月１０日　岡田　文俊 君
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た。 山瀧会長！大変美味しかったです。 １， １００円の価値

ありました。

福田 英彦君
先日は喜寿のお祝いに多数の会員が寒い中福石観音まで

参集していただき、 盛大に祝っていただきありがとうございま

した。 あらためて中央クラブに席をおかせてもらっていること

に感謝しております。 今後も出来るだけ皆さんに歩調を合わ

せていければと思っております。

牛島 義亮君
前回中央会で平岩君に次いで２位になりましたので、 ニコニ

コします。 指山さんと同ネットということでけっこうもめましたが、

結局ゴルフの技術が上のほうが上位であるということで決定し

ました。

田雑 豪裕君
全国第２９回技能グランプリが静岡で開催され、 長崎県代表

として株式会社庭建が造園部門に出場し、 グランプリはとれ

ませんでしたが石貼や石積は成功の評価を受け、 敢闘賞を

受賞いたしましたので、 ニコニコいたします。

岡田 文俊君
２月１０日誕生日　６７才。 ２月結婚○十年です。 ありがとうご

ざいました。

浅野 訓一君
２９回目の結婚記念日のお花をお届けいただき、 ありがとうご

ざいました。

また、 先週は延寿会でのお祝いをいただき、 重ねてありがと

うございました。特に親睦活動委員会の皆様の完璧なサポー

トには感謝しています。 また、 来年もお祝いを受けたいくら

い心地よい一日となりました。

平岩 義明君
中央会優勝、 誕生日、 還暦のお祝い、 トリプルでありがとう

ございました。 良い年になりそうです。

本田 実君
台北へ１泊２日のダンガンツアーにて行って来ました。 蒋介石

を見守る若い兵隊の交代式には感動しました。 韓国に行く

より楽しい旅行ができました。

野村 和義君
佐世保南ロータリークラブの直江様、 １５回目のご来訪、 誠

にありがとうございます。 私事ですが、 ２月１日に５７才にな

りました。 平岩プロの年齢に追いつくまであと３年となりまし

た。 ３年後の中央会で優勝できるように頑張ります。 プレゼ

ントありがとうございました。

山口 裕之君
２月９日は誕生日と結婚記念日でした。 当日は平岩さんと共

にお祝いしていただきありがとうございました。

本日の合計　　　　    40,000 円

本年度の累計　　　  701,000 円

■ ゲスト卓話 ■

佐世保商工会議所青年部第３４代会長 
川野 知文様
1. 自己紹介
　( 有 ) 川野商店勤務　役職　常務

　住所 ： 佐世保市瀬戸越１丁目１４５７－１

　営業種目 ： もやし製造卸売業

                  カット野菜製造卸売業 ・ 青

果物卸売業

　大正１２年６月１日　もやし製造卸売業を創業

　昭和３１年５月４日　( 有 ) 川野商店を設立

　㈱彩輝　　　　　役職　代表取締役

　住　　所 ： 佐世保市松原町５２７

　営業種目 ： 青果物卸売業　野菜生産

　平成２０年１０月設立

2. 青年部経歴
　平成１５年入会

　平成１７年度　委員長　　( 企業交流委員会 )

　平成２１年度　専務理事

　平成２２年度　委員長　　( 地域活性化委員会 )

　平成２４年度　委員長　　(３０周年実行委員長 ・ 企画委員会 )

　平成２５年度　副会長

　平成２７年度　副会長

3. 綱領説明

4. 指針説明

5. YEG 宣言説明

6. 佐世保商工会議所青年部目的説明

井手 陽一君
誕生のお祝いありがとうございます。

佐世保ＹＥＧ ＯＢと現役会員（平岩 義明君・馬場 貴博君・
川島 千鶴君・岡 光正君・井手陽一君・田中 啓輔君・吉野 
英樹君）

佐世保商工会議所青年部 第３４代会長 川野知文君のご来

訪を心より歓迎いたします。 本日は卓話ということです。 い

つものユーモアとウィットにとんだお話を楽しみにしておりま

す。
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ＳＡＡ：大久保厚司君

次回例会／２月２３日１２：３０～

次回献立／松花堂弁当

7.今年度スローガン説明
『守　破　離』 ～師に学び、 己で培い、 更なる一歩～

　「守」 とは、 師に教えられた事を正しく守りつつ修行し、 それ

　をしっかり身につける事を言う。

  「破」 とは、 師に教えられしっかり身に付けた事を自らの特性

　に合うように修業し、 自らの境地を見つける事を言う。

  「離」 とは、 それらの段階を通過し、 何物にもとらわれない境  

　 地を言う。

8.組織図
　　業務系委員会→総務委員会 ・ 会員開発委員会 ・ ビジネス

　　交流委員会

　　研修系委員会→総合研修委員会 ・ 次世代研修委員会 ・ 　

　　営業研修委員会

　　事業系委員会→地域活性化委員会 ・ 地域創生委員会

9.年間事業
　 ・ ４月例会　担当三役

　　 　新年度役員お披露目例会

　 ・ ５月例会　会員開発委員会

　　 　会員獲得作戦例会

　 ・ ６月定例総会

　　 　平成２７年度決算総会 ・ 創立祝い懇親会

　 ・ ７月例会　地域活性化委員会

　　 　させぼｼｰｻｲﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ合同決起例会

　 ・ させぼｼｰｻｲﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実施

　　 　今年度最後の佐世保青年会議所さんとの共同主管

   ・ 中学校教諭　職場見学並びに若手経営者講話

　　 　キャリア部会 （職場体験を担当しされてる先生達）

   ・ ８月例会　研修三委員会

　　 　YEG 会 （家族例会）

   ・ 大野中学校　職場体験講話

　　 　 中学校２年生へ仕事とは、 社会で働くとはについて

　 ・ 長崎県連合会会員大会

　　 　 大村開催

   ・ ９月例会　ビジネス交流委員会

　　   ビズコン （ビジネスコンパ）　

　　   全会員事業所プロフィール冊子配布

   ・三地区事業　（平戸 YEG・松浦 YEG・佐世保 YEG　主管平戸）

　　   大人の社会科見学、 故郷納税をやられている企業訪問

   ・ 市役所観光商工部　懇談会

   ・ 九州ブロック大会　久留米

   ・ １０月例会　地域創生委員会

　　 　YEG アカデミー決起例会

   ・ YEG アカデミー実施

　　 　１１月３日　佐世保駅街広場

　 ・ オープン講師例会　総合研修委員会

　　 　 講師　筑前　りょう太氏　九州プロレス理事長

　　　　　　 　 プロレス　２試合

  　　　

　 ・ 三地区交流会　（スポーツ交流会）

   ・ 会長研修会議　加古川

   ・ 日本 YEG 来佐

　　 　 日本商工会議所青年部　会長　意見交換会

   ・ 長崎県連サッカー大会

   ・ １２月例会　次世代研修委員会

　　   講師　緒方　信行氏　ビートスイミング代表取締役

   ・ 中津 YEG　交流会

　　    ８月お互いの単会訪問、 シーフェス視察、

　　　 中津ファンタジア視察

   ・ １月厄入り厄晴れ祈願祭　総務委員会

   ・ １月新年会　事業系２委員会

　　   昼の部　エクスカーション　黒髪山　座禅 ・ 写経 ・ もちつき

　　   懇親会　富士国際ホテル

   ・ 佐世保市観光商工部　新年会
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