
１．例会変更　　
　＊佐世保ロータリークラブ
　　　日時　６月１５日( 木 )１２：３０～

                    →６月２１日( 水 )１８：３０～

　　　　場所　ファーストイン早岐

　　　　　　　　　　　※新旧委員交代式の為

　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　日時　６月２７日( 火 )１２：３０～　→１８：００～

　　　　 場所　インターナショナルカフェ

　　　　　　　　　　　※新旧交代夜例会の為

　皆さん今日は、 梅雨前でしょうか

蒸し暑い日が続いております。

体調には十分ご注意ください。

本日の御来訪者は、　佐世保ロー

タリークラブ 石田 謙二様です、 有

難うございます。

　先週は、 県立佐世保高等技術専門校の職場訪問でした。 即

戦力を養成する素晴らしい施設の専門校でした。 参加された皆

様方お疲れ様でした。 担当の職業奉仕委員会 八重野一洋委

員長はじめ委員の皆様はお世話様でした。

　本日は、 国際ロータリークラブの定款変更に伴い佐世保中央

クラブの細則変更の審議をお願いしたい、 岩政孝副会長より進

めてもらいますのでよろしくお願いします。

　また、 親睦活動委員会の担当でクラブフォーラムとなっており

ます。 芥川圭一郎委員長よろしくお願いします。

第1256回　平成29年6月1号

本日の出席率７９．０７％：会員数４５名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９０．６９：出席２８名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席５名
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２．来　　信
■国際ロータリーより
　ザ・ロータリアン２０１７年５月号送付

■国際ロータリー日本事務局より
　 ・ ロータリー親睦活動月間のご案内

　  ・出版物一覧表

■ガバナー事務所より
　 ・ 地区ホームページ更新のお知らせ

    ・ 個人表彰の記念品　送付　

　　　   田雑 豪裕君　古川 直記君　四元 清安君

　  ・「重粒子線がん治療」 の出前講座　利用のご案内

　

■ガバナーエレクト事務所より
　　次年度地区運営に関する資料

■2016-17 年度 地区大会事務局より
　   地区大会記念誌掲載名簿確認のお願い

■佐世保東ロータリークラブより
　   創立５０周年記念式典のお礼状と記念写真

３．依頼・伝達
　　　牛島ガバナー補佐慰労会
　　　　　日時：６月１９日（月）１８：３０～　

　　　　　場所：ハーバービュークラブ

　　　　　集合：セントラルホテル前　１８：００

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　 　　石田 謙二 様

お誕生会員

昭和５１年　５月８日　　　片桐 康利君
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親睦活動委員会
 芥川 圭一郎委員長

本日の合計　　　　   12,000 円

本年度の累計　　　 907,000 円

佐世保ロータリークラブ　石田 謙二様
田雑豪裕さんの黄綬褒章受賞お祝い広告を長崎新聞で企

画しましたところ、 山瀧正久会長、 牛島義亮さん、 田代博之

さんにご協力いただきました。 ありがとうございました。

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 石田謙二様のご来

訪を心より歓迎いたします。

本日は親睦活動委員会のクラブフォーラムの前に定款 ・ 細

則改正の大切な審議がございます。 慎重なるご審議をお願

いいたします。

牛島 義亮君
本日は、 佐世保東ロータリークラブの最後の卓話で出席でき

ません。 皆様方のご協力により、６月５日（月）の佐世保北ロー

タリークラブの卓話を残すのみとなりました。 まだ、 一度も随

行されてない会員はよろしくお願いいたします。

松尾 英機君
５月２８日に結婚記念日のお花をいただき、 ありがとうございま

した。

西村 浩輝中央会会長・井上 亮中央会幹事
先日の佐世保市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会で団体

戦３位に入賞しました。 当クラブから選ばれた９名でＮＥＴ上

位５名が戦力でした。 戦力になられた、 古川君 ・ 牛島君 ・

岩政君 ・ 池永君 ・ 溝上君のおかげです。 又、 戦力外通告

をうけた平岩君 ・ 野村君 ・ 馬場君 ・ 井上は来年に向けて練

習します。

西村 浩輝君
５月２８日、 スポーツ吹矢で佐賀県大会に出場してきました。

参加者は１４０名です。 そこで３位になりましたのでニコニコし

ます。

八重野 一洋職業奉仕委員長
５月２５日の職場訪問例会は多数の会員の皆様にご出席いた

だきありがとうございました。 会社の人材発掘の場として改め

て知る良い機会だったと思います。 結婚祝いのお花もありが

とうございました。 ニコニコします。
ＳＡＡ：宮﨑 正典君

　　　　　次回例会／６月８日１８：３０～

　本年、 ５度目の挑戦でやっと完歩することが出来ました。

２０１３年、 第２回目のウルトラウォークラリーより参加をしておりま

す。 ２０１３年は、 一番練習も充実しての参加でしたが、 身内の

事故で、 大村の先、 鈴田峠を下りきったところで、 リタイヤしま

した。

　２０１４年、 そこそこの練習で参加しましたが、 足が、 棒みた

いになり、 激痛で朝の５時に、 ８５キロ地点でリタイヤ。

　２０１５年、 スタート前から雨が降っていたので、 東彼杵で計

画的リタイヤ。 ビールを飲みながら、 JR で帰ってきました。

　２０１６年、 こちらも身内の入院があり、 受付だけでリタイヤ。

　そして、 本年、 秋口はまじめに練習をしていたのですが、 年

明けから練習を怠けてでの参加となりました。

大村 CP までは、 どうにかたどり着きましたが、 完全に痛みが出

始めていました。 そこで、 鎮痛剤を投与。 その後、 鎮痛剤が

効き、 スタート時点と変わらないくらいの楽さで歩くことが出来ま

した。 そして、 森山 CP で二度目の投与をし、 どうにかゴール

出来ました。 薬で騙していたせいもあり、 足の完全復帰には、

３週間程かかりました。 来年は、 鎮痛剤なしでのゴールを目指

します。

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

　　佐世保中央ロータリークラブ　団体戦３位入賞

【佐世保中央ロータリークラブ９名参加　/ 全体８９名参加】　

池永隆司君 （２７位）　井上亮君 （７９位）　岩政孝君 （１６位）

牛島義亮君 （１１位）　野村和義君 （４７位） 馬場貴博君 （７３位）

平岩義明君（４０位）　古川直記君（５位）　溝上純一郎君（３７位）

　

　*６月２５日 （日） 中央会開催 *　参加をお願いいたします。

片桐 康利君
誕生祝いをいただきましてありがとうございます。 来年は、 き

ちんと誕生月の例会に出席しますので、 どうぞよろしくお願い

いたします。

　【佐世保中央ロータリークラブ
　　　　　　　定款・細則 改正について】

２０１６年の規定審議会において、 ロータリークラブ定款の改正

がありました。 ご存知の通り、 今回の定款改正により当クラブも

これに準じて自動改正となります。

また、 付随して当クラブの細則の改正を行う事になります。

現在の細則を２０１７年７月１日よりの改正 （案） 提示

　　　　　→反対会員無し。 出席全会員の賛成により改正
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