
１．例会変更　
　　佐世南ロータリークラブ
　　　日時　６月３０日 （金） １２：３０～ →　１８：００

　　　　場所　例会場　JA させぼホール

　　　　　　　※交代式のため

　皆さんこんにちは。 空梅雨の中、

２日前には若干の雨が降りましたが

田んぼの水を満たすには程遠い

状況であります。 まだまだ農家の

方は、 野菜畑に田んぼに雨がほし

いところです。

御来訪者は、 佐世保北ロータリー

クラブ　森 豊 様です。 ありがとうございます。

　１９日月曜日には、 牛島義亮ガバナー補佐の慰労会を開催い

たしましたところ、 大勢のみなさんにご参加をいただきありがとう

ございました。

　昨日は、 職業奉仕委員会の１年間の報告会があり出席して楽

しい時間を過ごさせていただきました。

　来る２５日は、 中央会のゴルフとなっております。 私は都合で

出席できずに申し訳ありません。 皆様の検討をお祈りします。

そして２９日は、 会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式となっております。

お世話の委員会は大変だと思いますがよろしくお願いします。

　本日は、 今年度最後の例会であります。 最後までよろしくお願

いします。
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　　　　　　　　　 ＊ 井上 亮君 ＊　　
　　　　ポールハリス・フェロー　ピンの贈呈 (５回目)

佐世保北ロータリークラブ　         森 豊　様

　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　①日時　７月４日 （火） １２：３０～ 

　　　　　 場所　 ハウステンボス 「トロティネ」

　　　　　　　　　　　※レンブラントホール使用不可のため

　　　　②日時　７月２５日 （火） １２：３０～ 

　　　　　　　　　　　　　→ ７月２３日 （日） １９：００～

　　　　 　場所　ホテルヨーロッパ 「レンブラントホール」

　　　　　　　　　　　※創立２２周年記念式典 ・ 祝賀例会のため

２．来　　信
　　・国際ロータリーより
　　  ザ・ロータリアン2017年６月号

　　・国際ロータリー日本事務局より
         井上 亮さんへポールハリス ・ フェロー　ピンの送付

　　・ガバナーエレクト事務所
 第 14 回ロータリー韓日親善会議

　　　日　時　２０１７年９月２３日 （土） １３：００～

　　　場　所　グランドハイアット ・ ソウル

　　　登録料　１６， ０００円

　　・佐世保ロータリークラブより
 佐世保市内８RC 親睦ゴルフ大会決算書送付

３．依頼・伝達
・次回６月２９日の例会は会長・副会長・幹事交代式です。

　背広、 ネクタイ着用でお願いします。
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佐世保北ロータリークラブ　森 豊様
美味しい食事目当てにメーキャップで参りました。 本日はお

世話になります。

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！佐世保北ロータリークラブ森 豊様のご来

訪を心より歓迎いたします。 いよいよ、 本日の例会が２０１６

－２０１７年度の最後例会４４回目。次回は交代式。４４回、あっ

という間の様に感じます。 会員の皆様方に感謝致します。 こ

の後、 山瀧・岩政・岡が１０分という短い時間ではありますが、

思い出と感謝を伝えさせていただきます。 最後までよろしく

お願い致します。

岩政 孝次年度会長　川島 千鶴次年度幹事
いよいよ、 来週、 会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式を皮切りに新

年度がスタート致します。 初の挨拶、 緊張です。 皆さんのご

出席で応援していただきますようよろしくお願いいたします。

会計 野村 和義君
１年間、 心温まる御出金、 誠にありがとうございました。 借金

は次年度会計の橋口さんに引き継ぐ事として、 本年度の会

計は本日をもって終了させて頂きます。 最後に会費等のお

払い忘れのない様、 宜しくお願い致します。

糸瀬 新会報・出席委員長
会報 ・出席委員長として、 皆様のおかげで１年間なんとか、

務めることが出来ました。 ありがとうございました。

八重野 一洋職業奉仕委員長
昨日、 水月にて２０１６－２０１７年度の職業奉仕委員会の初

顔合わせと最終委員会 （解散式） を行いました。 最後まで

誰がメンバーなのかと副委員長の井上 亮さんが言われてい

ました。 １年間ありがとうございました。 ニコニコします。

西村 浩輝社会奉仕委員長
山瀧 正久会長、 岩政 孝副会長、 岡 光正幹事、 社会奉仕

委員の皆様、 又、 会員の方々のご協力感謝申し上げます。

ありがとうございました。

本日の合計　  　　 44,000 円

本年度の合計　 1,008,000 円

前田 眞澄国際奉仕委員長
１年間、 国際奉仕委員長として、 国際交流委員会並びロー

タリー財団・ 米山奨学の委員会メンバーをはじめ、 会員の皆

様のご協力により、 無事終わることが出来ました。 本当にあり

がとうございました。

会員増強特別委員会 一同
池永 隆司委員長、 井上 亮委員長のご活躍により、 ５名の

新入会員を達成できました。 しかしながら、 会全員のサポー

トにより入会頂いたと感謝しております。 　

福田 英彦君
１年に３～４回しかニコニコしませんので、 総額が足りないよう

です。 帳尻合わせに年度末調整します。

牛島 義亮君
先日は私の為に慰労会を開催して頂き、 ありがとうございまし

た。 お陰様で、 私の役目も昨日の佐世保東南ロータリークラ

ブのメーキャップで、 全て終了しました。 今後は平岩委員長

の元でＳＡＡの大役頑張ります。

本田 実君
９時５２分 出火。 長畑町の火事、 小屋の全焼。 母屋は無事

でした。

以上、 消防団活動報告でした。 みなさん、 乾燥しています。

気をつけましょう。

崎山 信幸君
現在、 ６月議会中です。 私こと、 「さきやま 信幸」 明日、 議

場において、 質問を致します。 順番はラストですので、 午後

３時くらいだと思います。 （約１時間） テレビ佐世保にて中継

されますので、 見てください ・ ・ ・ お忘れなきよう。

川島 千鶴君
原分町にありました、 （株） 沖組と西九州測量設計 （株） の

２社をステップのビルに移転させることになり、 今引っ越し最

中です。 来週より、 ３社賑やかになりそうです。

宮﨑 祐輔君
おととい、東京出張の折、初めて 「いきなりステーキ」 に行き、

リブロースステーキ３００ｇを食べてきました。 満足、 満足。

片桐 康利君
佐世保北ロータリークラブ 森 豊様。 佐世保中央ロータリーク

ラブにお越しいただき、 ありがとうございます。

芥川 圭一郎親睦活動委員長
皆様のご協力のもと、 無事に親睦活動委員会での楽しい１

年を終える事が出来ました。 ありがとうございました。 また、

多くのニコニコをしていただき、 ありがとうございました。

田中 啓輔次年度式典例会・出席委員長
　次週は、 会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式です。 ネクタイ ・ バッチ

の着用をお願いします。

　二次会は 「ナイトイン道」 です。 貸切にする為にも多数の参

加をお願いします。

井上 亮中央会幹事
　６月２５日(日） 中央会開催します。

　雨天決行ですが、 中止の時は連絡します。
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【１年間を振り返って】

山瀧 正久会長　
　１年前　「連帯感をもって　友情を深め

よう！　ロータリーの和」 をクラブスロー

ガンとして、 ロータリーの目的である 「意

義ある事業の基礎として奉仕の理念を

奨励し、 これを育むことにある」 を念頭

に四つのテスト 「真実かどうか　みんなに公平化　好意と友情

を深めるか　みんなのためになるかどうか」 を再確認し、 例

会に参加することが楽しく、 親睦で互いの交流を深め、 人と

人との繋がりの中で委員会活動が活発に展開される。 そんな

楽しいクラブを皆様と共に築いていきたい、 との思いでスター

トをいたしました。 お陰様で５大奉仕委員会、 ７小委員会の

委員長さんには大変頑張っていただき有ありがとうございまし

た。

　クラブ奉仕委員会は坂井委員長が体調不良のため退会と

なりましたが、 クラブ管理委員会 野村委員長、 会報 ・出席

委員会 糸瀬委員長、 親睦活動委員会 芥川委員長、 田代

ＳＡＡ、 それぞれ委員との連携で素晴らしい結果を残してく

れました。 中でも芥川親睦活動委員長中心に活動した 「ニ

コニコ」 が百万円の大台に乗りました、 会員皆様の協力に対

し感謝を申し上げます。

　職業奉仕委員会は八重野委員長を中心に社員招待映画

例会に職場訪問と大きな成果を挙げてくれました。

　社会奉仕委員会は西村委員長を中心に長崎県立佐世保

特別支援学校の和太鼓部、 ダンス部との交流事業で施設訪

問、 島瀬公園での発表会と大きな成果を挙げていただきまし

た。

　青少年奉仕委員会は岡田委員長を中心に社会奉仕委員

会と連携しながら緑の少年団、 自衛隊との協力をいただき島

瀬公園で、 餅つきチャリティ事業を行い佐世保市を通じて、

熊本震災の募金活動に大きな成果を挙げていただきました。

　また、 ７月に帰国いたしましたフランスからの国際青少年交

換学生　マリーンさんのお世話を頂きました直前会長 溝上

君、 直前幹事 馬場君、 そして受け入れていただきました芥

川君、 宮﨑君、 田代君ありがとうございました。

　

　国際奉仕委員会は、 韓国 釜山蓮山ロータリークラブとの交

流はありませんでしたが、 前田委員長を中心に本田国際交

流委員長、 池永ロータリー財団・ 米山記念奨学委員長と連

携し国内クラブとの交流で、 北海道 旭川空港ロータリークラ

ブの訪問、 ロータリー財団・ 米山記念奨学会への寄付等大

きな成果を挙げていただきました。

米山記念奨学生、 金スルギさんをお世話いただきました大

久保厚司カウンセラーありがとうございました。

　池永会員増強特別委員会委員長の下、 会員４１名でスター

トし、 途中１名が体調不良の為退会したものの、 新入会員５

名が入会し純増４名を達成し、 現在４５名の会員が在籍して

おります。 新会員の入会においては、 ２０１３～２０１４年度の

田雑委員長、 八重野副委員長の時の入会への働きかけが

功を奏したものであります。 改めてお礼を申し上げますと共

に、 本年度大きな成果を挙げていただきました委員の皆様、

大変ありがとうございました。

　国際ロータリー第２７４０地区第６グループを代表して牛島　

義亮ガバナー補佐をお願いし、 クラブ全員で支えていただ

いたことに感謝を申し上げます。

　牛島ガバナー補佐からは、 他クラブの現状や示唆をいた

だきクラブ全体の意識の向上に大いに役立ちました。 心から

感謝を申し上げます。 　

　第２７４０地区委員として活動されました、 米山記念奨学委

員会委員 田代君、 会員増強委員会委員 馬場君、 大変お

疲れ様でした。

　会長 ・ 幹事経験者による佐世保中央ロータリークラブの長

期戦略会議を開催することが出来ました。 組織は生き物であ

りますので、 これからも長期ビジョンを作成して佐世保中央

ロータリークラブの目指すべき方向に会員一丸となって歩い

て行ってほしいと思います。

　ロータリークラブの定款 ・ 細則に伴い当クラブの細則変更も

皆さんのご協力でご承認をいただき、 ２０１７～２０１８年度か

ら施行することになりました。 ありがとうございます。

　最後になりましたがこの１年間、 私を支えていただいた岡幹

事、 岩政副会長、 理事役員の皆様、 会員の皆様、 そして

事務局の北島様、 今村様に重ねてお礼を申し上げます。

意を尽くしませんが１年間の報告といたします。 ありがとうござ

いました。

岩政 孝副会長　
　１年間お世話になりました。

山瀧会長と岡幹事の隣に座らせていた

だきながら１２ヶ月の例会を振り返り驚く

ことは、 何一つ文句の付けようがない

素晴らしい例会であったと言う事です。

ただ一つ残念な事は、 会長が欠席された時には代理で会長

挨拶をできると楽しみにしていましたが、 １００％出席され念

願が叶わなかった事ぐらいです。
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ＳＡＡ：平岩 義明君

　次回例会／６月２９日１８：３０～

会長・副会長・幹事交代式式

於いて／セントラルホテル佐世保 

☆ 一年間、お疲れ様でした ☆

　たまたま本年は副会長と会長エレクトを兼任させて頂いた

訳ですが、 私は次年度に向けてこの一年間で予行演習が出

来た事に感謝しております。

　新年度も皆様にはお世話になりますが、 よろしくご協力を

いただきますようお願い申し上げます。 山瀧会長、 岡幹事、

理事役員、 会員皆様のご協力に心より感謝いたします。

　皆様　こんにちは！　あっという間でし

た。 佐世保中央ロータリークラブの幹

事。 苦労したか？楽しかった？勉強に

なったか？と　問われると、 大変楽しく

活動させていただきました。 その幹事

の役割も残り１週間となりました。 会員の皆様方には本当に

良くしていいただき、 この岡に最後までご協力いただき感謝

申し上げます。 ありがとうございます。

　思い起こせば、約１年半前の９月、指名委員会の頃でした。

忘れもしません、 このホテルのロビーで、 山瀧会長から 「岡

君　チョット良か？話のあるとばってん」 と呼び止められまし

た。 まさか山瀧会長が指名委員会でノミニー候補に指名され

たとは知らず、 きっと船番所での飲もうとの誘いと思って、 気

軽に良いですよと答えました。 すると、真剣な顔をされて、「実

は ・ ・ ・ もし、 岡君が幹事を受けてくれたら、 次年度会長を

引き受ける。 幹事になって欲しい」 とストレートに言われまし

た。 私は 「山瀧さんに言われたらノーはないです。 山瀧会

長の神輿を担ぎます。」 と即答しました。 その返事には後悔

はなかったです。 ただ、 不安だったのは、 ロータリーの 「い

ろは」 を殆ど理解していませんでした。

　私は、 平成２３年６月 当時の田雑会長の時に入会させてい

ただきました。 幹事を受けた時が入会して丁度５年でした。

さー大変です。 ロータリーの事を全く理解してない。 そして、

会を司どる 「幹事」 は何をしていいかもわからん。 そんな私

が最初に手を付けたのが、 直前幹事の馬場先輩に教えを被

ろう思い、 足を運び話をさせて頂きました。 また、 資料という

資料はすべてもらいました。 その他の幹事経験者の先輩方

にも色んな話を聞かせてもらい、 励ましや、 時には愚痴を聞

いていただき、 今のこの一瞬があるわけです。

　次に、 取り組んだのが、 地区で開催されたセミナーは全部

受講しました。 そのセミナーのお陰で、 ガバナー公式訪問

の進行がスムーズに出来ました。

　私が幹事をして外部に佐世保中央ロータリークラブの元気

を発信できた事が二つあります。 一つ目は、 今年１月に佐世

保市内８ロータリークラブ会長 ・ 幹事会で、 佐世保中央ロー

タリークラブ主催で第５ ・ 第６グループの１０クラブの交流会を

岡 光正幹事

開催した事。 二つ目は、 佐世保東 ・ 佐世保北 ・ 佐世保中

央の３クラブで合同例会を開催した事。 来年はこれに佐世保

東南とハウステンボス佐世保が入り５クラブで開催出来ればと

思っています。 次年度に引継いで欲しいと思います。

　また、 内部的には、 牛島ガバナー補佐を輩出し、 会員の

皆様方に延べ１００名の方に随行して頂き、 他クラブを勉強し

ていただきました。 今年初の試みで、 歴代の会長 ・ 幹事に

よる 「ビジョン策定会議」 を開催しました。 これにより、 次年

度はビジョン委員会が創設され、 長期ビジョンでのクラブ運

営の道筋ができました。 そして、 本年度の理事 ・ 役員の皆

様のご尽力により、 新入会員５名の入会。 その他、 素晴らし

いクラブの奉仕事業ができました。

　　

　最後になりますが、 会員の皆様方のご協力により、 佐世保

中央ロータリークラブの幹事を終える事ができました。 本当に

ありがとうございました。

　若いメンバーには、 チャンスがあれば是非 「幹事」 受けて

欲しいものです ・ ・ ・

地区会員増強委員 馬場 貴博君

　今年度地区の会員増強委員会に出向

させていただき感じたのは地区のメン

バーは熱い！特に今年の会員増強委

員会は通年にはないほどの委員会の開

催回数でした。 さすがに回数が多いだ

けあって今年度の増強数は地区全体で５９名 （今までは２０

名から３０名程度） だったらしいのですが今年は記録だそうで

す。 佐世保中央ロータリークラブも５名の会員に入会頂き

来年も５名の純増方針ですが （会長意向） 兎にも角にも頑

張ります。

　

　１年間ありがとうございました、 次年度も地区に出ろとの事

ですので行ってまいります。

例会場で会員を出迎える親睦活動委員会
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