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本日の出席率８０.４９％：会員数４５名・出席３０名・欠席８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１００.００％：出席２９名・メークアップ９名・出席規定免除会員出席３名

　つつじの花だよりが各地よりあ

がってきております。 週末の天気

もよさそうなので行楽地は賑わい

そうですね。 お出かけの折は交通

安全でお願いします。

　昨日から一泊二日で、 岡幹事、

岩政会長エレクト、 川島次年度幹

事、 宮﨑次年度国際委員長の４

名で、 韓国の釜山蓮山ロータリークラブを訪問し、 次年度の交

流の打ち合わせをして来ていただいております。 お疲れ様でし

た。

　本日は、 国際ロータリー第２７４０地区の地区大会の報告となっ

ておりますのでよろしくお願いします。

　西海市のことですが、 先に行われました市長 ・ 市議会議員選

挙におきまして、 新人の市長が誕生しました。 少子高齢化が進

み過疎化が進む中で、 都市住民との交流を促進し、 活気のあ

る住みたい街を、 地域の仲間と創っていくことを期待するもので

あります。

　また、 当クラブに所属しておりました戸浦君も見事と２期目の当

選を果たしました。 活躍を期待するものであります。

以上簡単ですけど挨拶といたします。

１．例会変更　
 伊万里ロータリークラブ

５月１０日（水）１２：３０～
場所 ：ホワイトハウス伊万里

　　　　＊次年度ガバナー補佐壮行会のため

 松浦ロータリークラブ
   ５月５日（金）休会　　定款第８条第 1 節により

   ５月１２日（金）１２：３０～
場所 ： 梶谷城跡　　　　　　＊清掃作業の為

　５月５日（金）休会　　定款第８条第 1 節により

島原ロータリークラブ
　５月４日（木 ) 休会　　　定款第８条第 1 節により

伊万里西ロータリークラブ
　５月４日（木）休会　　定款第８条第 1 節により
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２．来　　信
・国際ロータリー日本事務局 

５月のロータリーレート　　1 ドル＝１１０円 （現行１１６円）

・日本のロータリー１００周年委員会
日本のロータリー１００周年委員会設立趣意書

日本のロータリー１００周年に関するアンケートのお願い

・ガバナー事務所
事務所休業のお知らせ

 休業日程　４月２９日 （土） ～　５月７日 （日）

・地区大会事務局
地区大会ご出席 ・ ご協力のお礼

・ガバナーエレクト事務所
２０１７～１８年度地区委員推薦の御礼

２０１７～１８年度地区委員就任の御願い

・伊万里ロータリークラブ
５月１７日より例会場がロイヤルチェスター伊万里に変更

3．依頼・伝達
　 ・ 次回５月３日は祝日のため休会です。

　  ・ 次々回５月１１日の例会は夜の例会で、 佐世保市教育委員会 

　　　社会教育課 松尾秀昭様の卓話になっております。 

　　　 お間違えのないようにお願いいたします。

宮﨑 正典副幹事
　４月２６～２７日で岩政副会長・川島次年度幹事・宮﨑副幹事・

岡幹事、 宮﨑の４名で釜山蓮山ロータリークラブとの事前打ち

合わせに行って来ました。

交流について新たな提案がありましたので、 皆様に理事会後に

報告したいと存じます。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
岩政副会長 ・ 川島次年度幹事 ・ 宮﨑副幹事 ・ 本年度幹事

岡は、 只今釜山から戻りました。 北と米がもぞもぞする中、

無事に佐世保に帰る事ができて安心しております。

本日の例会は、 先日の地区大会の報告となっております。

参加者はよろしくお願いします。
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■クラブ協議会・地区大会の報告■

本日の合計　　　　    7,000 円

本年度の累計　　　 880,000 円

西村 浩輝君
毎年４月２９日、 結婚記念日のお花楽しみにしています。 あ

りがとうございます。 ５月１４日は文化ホールにて尺八の演奏

会に出演します。 司会は事務局の今村さんですので応援よ

ろしくお願いします。

南部 建君
田雑豪裕パスト会長の黄綬褒章おめでとうございます。

佐世保中央ロータリークラブから２人目となる事、 すごいです

ね。 ３人目を目指して、 皆さん頑張って下さい。

川島 千鶴君
昨日早朝より、 岩政・岡・宮﨑・川島の４名で出発し、 昨夜

釜山蓮山ロータリークラブの今年度、 次年度の会長・幹事

及び歴代会長の６名の皆さんが来てくださいました。

次年度の打ち合わせを行いこれから詳細を詰めていきます。

無事たった今、 帰ってきました。 岩政孝会長エレクトより、 海

苔とチョコクッキーを買って頂きましたので皆様召し上がってく

ださい。

芥川 圭一郎君
禁煙１００日達成です。 まだまだいつでも復帰出来ますが、

ぼちぼち頑張ります。

ＳＡＡ：橋口佳周君

次回例会／５月１１日１８：３０～

井手 陽一君
　初めて参加し、 大会の規模の大きさ、 多くの活動に参画して

いる事、 長期にわたり活動されている方々が多数おられる事を

知り、 牛島義亮ガバナー補佐が当クラブから出られている事は

大変誇らしく思いました。 懇親会では多数知り合いにお会いで

き有意義な時間でありました。 改めてロータリーの素晴らしさが

わかった大会でした。

田添 直記君
　初めての地区大会に参加をさせて頂きました。 参加する方が

非常に多く、 落ち着いた感じの進行が印象的でした。 他クラブ

の同業他社の友人なども参加していたり、 久しぶりに顔を合わ

せる方もいたりして楽しい時間を過ごせました。

馬渡 圭一君
　初めて参加させていただきました。 スケールの大きさに圧倒さ

れ、 また他のクラブの方々も熱意を持って参加されているなと感

心しました。 次回は、 バス移動から私も参加します。 お酒の準

備など、 下働きをしっかりします。

　

吉野 英樹君
　楽しみにしていた？地区大会。 自社で朝礼を終え、 大塔のバ

ス停を目指しました。 新人の謙虚さを胸に２０分前行動。 ロータ

リアンらしき方々がたくさん待っておられる。 挨拶もそぞろに、 に

わかにマイクロバスが到着し、 早っ！という言葉を飲み込んで、

バスに乗り込みました。 他のクラブは自家用車乗り合わせ。 気

を使っていただいたのか、 拘束されたのかは新人には計り知れ

ない空気を感じつつ道中、 和やかな雰囲気を楽しみました。 　

　長崎市に到着して豪華な昼食を前に、 初めての御座敷遊び

を見学できるのかという浅はかな期待は露と消えましたが、 会長

ごちそうさまでした。 　

　ブリックホールは本会議の１部と２部を粛々と１６時まで過ごし、

会場の熱気におされ外の空気を補給しにほんの少しの休息をい

ただきました。 その後場所をうつしての懇親会。 広い会場でし

たが、 それ以上の数のメンバーと設えに感動しつつ楽しく交流

させていただきました。 　

　帰りのバスも賑やかに、 楽しい時間は早く過ぎるもので、 川棚

駅の誘惑を押し殺し、 早岐駅前で山瀧会長と二人おろしていた

だきました。 小一時間ほど近くの居酒屋で会長の何たるかをご

教示いただきました。 自分にはできないことと再確認しました。

再びごちそうさまでした。 １日の間に様々な経験と勉強をさせて

いただいたことに感謝いたします。

宮﨑 祐輔君
　東京からお見えのピンクのシャツの方には、 飛行機の中で粗

相をしました。 大変失礼いたしました。 　活水学院のマーチン

グバンドを最前列で観させていただき感激しました。

岡田 文俊君
　﨑永剛ガバナーのウィットに富んだご挨拶が印象的でした。

さらに宮﨑清彰前ガバナーが表彰を受ける際に 「健康」 の訴え

られた事、さらに５０年の連続会員表彰には驚いてしまいました。

自分自身のことに照らし合わせて学んだことです。

芥川 圭一郎君
　朝から皆さんとバスにて地区大会へ参加をさせていただきまし

た。 各クラブで考えがあり、 あえてバスを準備しないこともあるよ

うでした。 久しぶりの長崎を満喫させていただきました

馬場 貴博君
　今回の地区大会は３部構成になっておりましたが残念ながら３

部に参加することが叶いませんでした。 ２部の終わりに崎永ガバ

ナーが感極まって、 自分のクラブへの感謝の言葉と思いが詰

まっている瞬間でありました、 将来佐世保中央 RC のガバナー

は出るのか？また輩出したら大変やろなーなどと要らぬ心配をし

てしまいました。 長崎北の知り合いが懇親会の委員長を務めて

おりましたので、 大会までの苦労話を聞き改めて大変さが伝わり

ました。 　

　最後は佐世保までの道中会員の皆様いろんな話をして楽しく

有意義な１日でした。
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