
　蒸し暑い日が続いております。

皆さん元気で出席をいただきあり

がとうございます。 本日のご来訪

者は佐世保ロータリークラブ 木下

貴夫様です。ありがとうございます。

　この一週間の活動は、 ５月１４日

（日） に佐世保東ロータリークラブ

の創立５０周年記念式典がありました。 私は都合で出席できませ

んでしたが、 岡光正幹事よりすばらしい式典であったと報告をい

ただいてております。 出席された牛島義亮ガバナー補佐、 岩政

孝副会長にはお疲れ様でした。

　５月１６日( 火） は、 市内８ロータリークラブの会長 ・ 幹事会があ

りまして、 牛島義亮ガバナー補佐、 岡光正幹事、 北島事務局

員の４人で出席しました。 各クラブの１年間の活動報告を行われ

ました。 これからの関係行事は、 ５月２１日 （日） に佐世保市内

８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会、 ５月２３日 （火） にコスモス会

の黒島訪問、 ５月２５日 （木） に職業奉仕委員会によります、 長

崎県立佐世保高等技術専門学校の職場訪問例会となっており

ます。 お世話いただく方にはよろしくお願いします。 本日は、「ク

ラブ協議会」 となっております。 川島千鶴次年度幹事にはよろし

くお願いします。

　西海町の方では稲植えを前に田んぼの耕運が始まっておりま

す。 早いところは早期米の田植えも進んでおります。 また、 西

海市では選挙後の臨時議会が開催され、 副市長に元県職員で

先ごろまで佐世保観光コンベンション協会の常務理事を務めた

小島明氏が選任されました。 前年度まで仲間でありました戸浦

善彦君は議会選出の監査委員になっております。 特に小島明

氏には県北振興局長の経験もありますので、 佐世保市と西海市

が連携し、 交流 ・ 発展ために頑張ってほしいと思っております。

第1254回　平成29年5月18号

本日の出席率７８．０５％：会員数４５名・出席２７名・欠席１１名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター１名

前々回の修正出席率９４．５９％：出席２６名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席３名

１．例会変更　　
　　なし　　　

２．来　　信
・（公財）ロータリー米山記念奨学会
  ハイライトよねやま２０６号

・2017-2018 年度ＲＩ第 2740 地区
　第６グループガバナー補佐 前田 和隆様
　　スケジュール案の確認のお願い

             ガバナー公式訪問　（９月２８日）

         ガバナー補佐訪問　（９月２１日）

・佐世保ロータリークラブ
　佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会組み合わせ表

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　第８回佐世保市内８ロータリークラブ会長 ・ 幹事会収支報告 

　書の送付

３．伝達・通知
　５月２３日( 火 ) コスモス会の皆様が映画 「坂道のアポロン」

　の撮影現場となった黒島を訪問します。

〒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

＊＊ 表彰 ＊＊

[２５年連続例会出席表彰]（入会年月：１９９０年９月）

[平成29年春の黄綬褒章のお祝い]

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　 　　木下　貴夫 様

田雑　豪裕君



 5 月　1 日　有吉　中　・征子　ご夫妻
５月　３日　竹本　慶三・多恵子 ご夫妻
５月　５日　崎山　信幸・やよい ご夫妻
５月　９日　福田　英彦・ちづ子 ご夫妻
５月２０日　南部　　建・裕子　 ご夫妻
５月２４日　八重野一洋・貴久実 ご夫妻
５月２８日　松尾　英機・澄恵　 ご夫妻

昭和３５年５月　８日　片桐　康利 君

第1254回　平成29年5月18日号　P2 .

本日の合計　　　　   17,000 円

本年度の累計　　　 892,000 円

佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様
本日は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
皆さんこんにちは！

佐世保ロータリークラブ木下貴夫様の御来訪を心より感謝い

たします。

本日の例会は、 第８回クラブ協議会。 ２０１７－２０１８年度新

役員の皆様方の意気込みを語っていただきます。 大変楽し

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。

田雑 豪裕君
平成２９年、春の褒章で、黄綬褒章を頂きました。 皆様には、

お祝い及び電報をいただき厚く御礼申し上げます。

おかげ様で、 去る５月１６日、 皇居豊明殿で拝謁の栄誉に賜

りました。 天皇陛下は、 体調不良のため皇太子殿下が代理

で、 お話をいあただきました。 皆様のおかげと感謝申し上げ

ご報告いたします。

西村 浩輝君
１４日文化ホールでの尺八の演奏会、無事終了いたしました。

八重野 一洋職業奉仕委員長
　５月２５日 （木） 職場訪問例会　長崎県立佐世保高等技術専門校

多数の皆様の出席をおまちしております。

井上 亮中央会幹事
　５月２1日 （日） 佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会に当

クラブは３組出席します。 上位目指して頑張りましょう。

岩政 孝副会長
　定款・細則　改正 （案） について

２０１６年ＲＩ規定審議会において定款・細則の改正があり、 当ク

ラブも定款・細則の改正が必要となりました。

　６月１日の例会にて改正の説明と議決をいただきますのでよろ

しくお願いいたします。

■ 次年度委員会計画 ■

平岩 義明ＳＡＡ委員長
　実は今年度もＳＡＡのメンバーです。 連続ですので、 この一

年間の経験を十分生かして次年度頑張ります。 なかなか年下

のメンバーから先輩に注意はやりずらいことがありますが、 皆様

のご協力のもとに一年間よろしくお願いします。

指山 康二クラブ奉仕管理運営委員長
　岩政会長のＣＬＰ（クラブリーダーシッププラン） の新たなる組

織改革の新五大奉仕委員会のクラブ運営の要である、 クラブ奉

仕管理運営委員会は、 クラブ奉仕の諸活動全部に対して責任

をもち、 かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあら

ゆる委員会の仕事を監督、 調整する任務をもつものとする。

　クラブビジョン委員会はクラブ運営の短期・長期の総合的な策

定する役割をもち従来の親睦活動委員会を親睦例会活動委員

会と式典例会・出席委員会に組織変えした画期的変革の元、

両新人委員長が活発で楽しい委員会活動が出来る様にサポー

ト助言し、 クラブの親睦と奉仕の相互連携活動に務めてまいりま

す。

山口 裕之親睦例会活動委員長
　当委員会では 「納涼例会」 「忘年家族例会」 「延寿会」 の親

睦会の企画・運営を行います。

　親睦例会活動委員会の活動の基本である会員相互の親睦及

び会員家族の交流を更に深める事業となるように努め、 仲良く

楽しく気持ちよく参加していただき、 好意と友情が深まる活動と

なるように委員会全員で目指してまいります。

　例会におきましては、 式典例会・出席委員会と共に楽しい例

会運営に努めたいと思います。 皆様のご協力宜しくお願い致し

ます。

田中 啓輔式典例会・出席委員長
　本委員会では、 「会長幹事交代式」 「創立記念例会」 「新年

司会の今村さんお疲れ様でした。 来場いただきました鶴田

パスト会長ありがとうございました。 そのＤＶＤ製作で尺八より

も楽しんでおります。

崎山 信幸君
何年目になるのかな～。 結婚記念日のお花ありがとうござい

ます。

川島　千鶴君
５月２７日（土）海上自衛隊教育隊（崎辺）でスポーツレクレー

ション大会があります。 良かったら、 社員さんやお子様、 お

孫さんなど参加お願い致します。 海軍さんカレー５００円でフ

レッシュマンと一緒に汗を流し交流できます。



例会」 の企画 ・ 運営、 並びに出席報告を行います。 運営方針

として、会員及びご家族、来賓の方々が心に残る式典を目指し、

参加して良かったと思える内容にしたいと考えております。

　また、 各委員会と協力・ 連携を図り、 会員相互の親睦や友情

を深める機会を提供していきたいと思います。

　例会時の出席報告では、 出席率の向上を目指し、 楽しい例

会運営に貢献します。

本田 実公共イメージ・会報委員長
　会報紙の作成、 及び各委員会のクラブ内外での活動を速や

かに会報に掲載できるように委員会メンバーが当番で役割を持

ち、 読みやすい会報紙の作成を行っていきます。

馬場 貴博会員増強委員長
 　委員会の構成は、 副委員長 岡 光正君 ・ 委員 竹本 慶三君 ・

田雑 豪裕君、 井手 陽一君、 田添 直記君という重厚なメンバー

で始動致します。

　純増５名という命題をいただいております。大変な目標だと思っ

ています。 これはクラブを挙げての目標ですので、 会員の皆様

の御力を借りながら目標に近づけていくつもりです。

野村 和義職業奉仕委員長
・ 社員招待映画例会の開催

・ 職場訪問例会の企画 ・開催

南部 建奉仕プロジェクト委員長
　社会奉仕　香月章彦委員長　青少年奉仕　溝上純一郎委員長

他委員会メンバーの皆さんと共同で事業を計画します。

　共同事業として長崎県立佐世保特別支援学校のクラブ活動を

支援して、 和太鼓 ・ ダンス部の発表会を行います。 広く一般の

方々に練習の成果をみていたただき、 社会弱者への理解と努力

や発表にあたり子ども達の成長や喜びや自信・誇りを得ることで、

知識や技能を磨き心身の発達や社会との調和など出来ると確信

しています。

　また地区補助金を活用して和太鼓 ・ ダンス部の活動に必要な

備品を贈呈したいと考えております。

溝上 純一郎青少年奉仕委員長
　次年度、 青少年奉仕委員会は社会奉仕委員会とともに奉仕

プロジェクト委員会の一委員会になりました。 委員会事業も社会

奉仕委員会との共同事業として従来から長崎県立佐世保特別

支援学校へのイーゼル等、 物品の支援やクラブ活動の発表の

支援を計画しています。

　また、ＲＹＬＡへの参加も新入会員も入りましたし積極的に取り

組んでいきたいと思います。

八重野 一洋国際交流委員長
　今年の当クラブ創立記念式典には釜山蓮山ロータリークラブが

来訪されます。 代わりに釜山蓮山ロータリークラブへの訪問はし

ない年度となります。 どこか希望の国がございましたらご相談く

ださい。 １年間よろしくお願いいたします。

第1253回　平成29年5月1８日号　P３.

ＳＡＡ：橋口佳周君

 次回例会／５月２５日１２：３０～

井上 亮ロータリー財団・米山記念奨学委員長
１． ロータリー財団に関する会員の教育

２． ロータリー財団の補助金

３． ロータリー財団への寄付

上記３項目を活動のスキームとして１年間を通じて委員会活

動を執り行っていきます。

会計 橋口 佳周君
予算案提出済み。

　　活動の予算を組んでいます。

岡田 文俊副会長
岩政会長をささえます
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