
１．例会変更　
　  松浦ロータリークラブ
　　　①日時　６月１６日( 金 )１２：３０～

　　　　　　　　　　→　６月１８日 （日） １０：００～

　　　　　 場所　柚木川内キャンプ場　　　※清掃作業のため

　　　②日時　６月２３日( 金 )１２：３０～→　１８：３０～

　　　　　 場所　松浦シティホテル　  ※歓送迎会のため

　 　有田ロータリークラブ
　　　日時　６月２０日( 火 )１２：３０～　→１８：３０～

　　　　場所　有田ポーセリンパーク　蔵　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　※年度末懇親例会のため

　　佐世保東ロータリークラブ
　　　日時　６月２９日 （木） １２：３０～　→１８：３０～

　　　　 場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

                           ※創立５０周年記念式典反省慰労会のため

　　　佐世保東南ロータリークラブ
　　　日時　６月２８日 （水） １２：３０～　

　　　　　　　　　　　　→６月３０日 （金） １９：００～

　皆さんこんにちは、 梅雨入りをし

まして待望の雨が降り、 田植えの

準備をしている農家の方は大変助

かっております。 私も朝から代か

きを行い田植えの準備をしてきま

した。

　本日は、 第９回クラブ協議会と

なっております。 岡幹事はじめ各

委員会の委員長さんには１年間の取り組みの報告となります。 よ

ろしくお願いします。

　６月は年度の最終月となっております。 マラソンに例えれば残

すところ２ ,１９５ km です。 最後まで頑張ってやって行きましょう。

例会以外にも委員会行事等も沢山ありますので、 健康に留意し

てよろしくお願いします。
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山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆さんこんばんは！２０１６ -２０１７年度の例会も今日を含め残

り４回となりました。 会員の皆様方のご協力に感謝申し上げま

す。

さて、 本日の例会は本年の理事役員の皆様方の一年を振り

返っての報告となっております。 どうぞよろしくお願いいたい

します。

井上 亮君
結婚記念日の花、 有難うございます。 ３８回目を迎えました。

野村 和義君
巨人は連敗、 私の競馬も１２連敗。 こちらは生活がかかって

いるのに。 お支払いのつもりでニコニコいたします。

平岩 義明君
久しぶりに例会に出席しました所、 本日の出席者の少なさに

びっくりしました。 次回より私も身も心も改め、 ロータリー活動

に参加させていただきます。 今までの反省を１,０００円に込め

て、 ニコニコいたします。

　　　　場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス　３Ｆ　さくら

 　　　　　　　　　　　　　　　　※役員新旧交代式のため

２．来　　信
　　・ガバナー事務所
　　　牛島ガバナー補佐へ　「ガバナー月信」第１３号執筆依頼

　　・２０１７-２０１８年度第６グループ前田 和隆 ガバナー補佐
２０１７－２０１８年度ガバナー公式訪問並びに

ガバナー補佐訪問日程のお知らせ

　　ガバナー補佐訪問　９月２１日

　  ガバナー公式訪問　９月２８日

　　・佐世保ロータリークラブ
 ２０１７－２０１８年度第１回佐世保市内８ロータリークラブ

 会長 ・ 幹事会議事録　

　　・佐世保東ロータリークラブ
牛島ガバナー補佐訪問日の週報の送付
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【クラブ協議会　委員会活動報告】

本日の合計　　　　   　8,000 円

本年度の累計　　　 915,000 円

ＳＡＡ：宮﨑 正典君

　　　次回例会／６月１５日１２：３０～　

宮﨑 正典ＳＡＡ委員　
　１年間会場監督を担当しました。 メリハリのあるクラブですが、

若干会場の私語が多いので、 会長挨拶の時等、 他の会員が

話している時は静かに聞いてほしいと思います。

野村 和義クラブ管理委員長
・ 会計…会員増強委員会の頑張りにより問題なく１年を過ごさせ

ていただきました。

・ クラブ管理…例会プログラムも多少の変更はありましたが、 お

おむねうまくいったと思っております。 会員選考、 職業分類も

問題なく終えました。 ロータリー情報に関しまして、牛島ガバナー

補佐の報告の場として皆様のお役に立てたのではないかと思い

ます。

糸瀬 新会報・出席委員長
　会報 ・出席委員長として１００％出席を目標としておりましたが、

残念ながら現在の所、 ２回欠席となりました。 あと３回頑張って

出席をします。

　会報につきましては遅れたりして皆様にご迷惑をおかけしまし

た。 フェイスブックについては、川島さんに１００％お世話になり、

ありがとうございました。

親睦活動委員会
田中 啓輔君
　延寿会が無事終わってほっとしています。

川島 千鶴君
　納涼家族例会でおいしい料理とイントロ当てクイズや子ども達

に釣りゲームをしてもらったり楽しんでいただけたと思います。 私

の母も初めて参加して楽しんでおりました。

吉野 英樹君
　延寿会の護摩行が感動的でした。

馬渡 圭一君
　次年度もいろいろ動いて頑張ります。 また、 ボキャブラリーの

八重野 一洋君
６月４日～７日、 会社の社員旅行でグアム島に行って来まし

た。 目的は ・ ・ ・ そうです、 予算を削られた来春の国際奉

仕委員会の楽園を目指し現地調査を兼ねて行って参りまし

た。

岩政次年度会長、 現地の食事事情、 安全確保、 道路交通

状況、 メークアップ以外は全て調査して参りましたのでご安

心ください。 岩政丸一生の思い出に残る楽園を目指しましょ

う。 受付にてお渡しできるお土産は数に限りがございます。

残念ながらもらいそこねた方は後日 「一休さん回転饅頭」 を

お渡しいたします。 　ニコニコします。

勉強の為に宮﨑正典さんについていきます。

有吉 中君
　延寿会の手伝いをさせて頂きました行事１つ１つの事前準備の

大変さを実感したことでした。 皆様ご苦労様です。

田添 直記君
　今年は入会したばかりで何も出来ませんでしたが、 次年度頑

張ります。

八重野 一洋職業奉仕委員長
　職業奉仕委員会は本年度事業計画通り３つの事業を実施する

ことができました。 活動の慣れから生じる委員会招集の難しさを

感じた１年でもありました。 委員会メンバーそして当クラブの会員

の皆様、 １年間ご協力ありがとうございました。

西村 浩輝社会奉仕委員長
　今年度も長崎県立佐世保特別支援学校 高等部の和太鼓部、

ダンス部の演舞発表の場として、 ほがらか会館ときらきらフェス

ティバル in SASEBO のプログラムの中で島瀬公園ステージでの

演舞を開催することができました。 会員の皆様のご協力に感謝

申し上げます。 ありがとうございました。

香月 章彦青少年奉仕副委員長
　１２月４日に島瀬公園にて、 社会奉仕委員会所管で開催され

た長崎県立佐世保特別支援学校和太鼓部とダンス部の発表会

にあわせて、 祇園緑の少年団と陸上自衛隊、 横瀬餅つきプロ

集団のご協力のもとチャリティー餅つき大会を行いました。 多く

の一般市民の皆様と会員の参加を頂きました。 ありがとうござい

ました。 

前田 眞澄国際奉仕委員長
　国際奉仕委員会は 「国際交流委員会」 と 「ロータリー財団・

米山奨学委員会」 の２委員会の担当委員会として本田実国際

奉仕委員長、 池永隆司ロータリー財団・ 米山奨学委員長と二

人三脚で委員会活動並びに事業を行うことができました。 その

中で本年、 山瀧正久会長年度のメモリアル事業としての 「北海

道 旭川空港ロータリークラブ訪問」 と 「ロータリー財団への地区

寄付金クラブ目標１００％達成」 です。 会員の皆様ありがとうござ

いました。

本田 実国際交流委員長
　国際交流の名前の通り、 当初は海外との交流を視野に入れい

ましたが、 本年度は国内のロータリークラブとの交流を行うことに

なり他の地区をあたり、 当クラブメンバーの知り合いで旭川空港

ロータリークラブとの交流を図ることにしました。

 　１月末極寒の旭川空港ロータリークラブを訪問、 例会、 懇親

会と有意義なクラブ訪問となりました。 来年度も、 国内他地区の

訪問も良いのではないかと思いました。
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