
１．例会変更　
　　＊伊万里西ロータリークラブ
　　　　日時　７月２７日（木）１８：３０～　

　　　　場所　伊万里迎賓館　　

　　　　　　　　　※会長・幹事激励会のため

　　＊松浦ロータリークラブ
　　　　日時　７月１４日（金）１２：３０～→１８：３０～

　　　　場所　割烹　華　

　　　　　　　　　　※旧役員交代式及び歓迎会のため

　　＊佐世保北ロータリークラブ
　　　　日時　７月１０日（月）１８：３０～　

　　　　場所　㈱西沢本店　7Ｆ　アルバトロス

　　　　　　　　　　※納涼例会・新入会員歓迎会のため

　先週の正副会長幹事交代式で

は大変お世話になりました。

　前年度 SAA 田代 博之委員長、

今年度式典例会委員会田中 啓輔

委員長はじめ沢山の方々のご尽

力により盛大で立派な式典懇親会

が出来ました事、 心より感謝申し

上げます。 山瀧 正久直前会長 ・

岡 光正直前幹事におかれましては一年半のご苦労をお労い申

し上げます。

　私は昔から、 年度初めの会長挨拶をされて来たパスト会長の

お顔を拝見しながら、 一会員として興味津々に見ておりました。

この緊張は何なのでしょうか。 「欲を出すとその分、 自分が苦しく

なる」 とも申します。 自分の身丈に合ったスタンスで考える事し

か出来ませんが、 少し背伸びをする程度の努力をしながら苦しく

なったら、 岡田 文俊副会長 ・ 川島 千鶴幹事に助けて頂き 「少

し欲を出す」 一年にさせて頂きたいと考えておりますので、 どう

か各委員長の皆様はじめ会員の皆様にはご協力をお願いいた

します。

　さて、昨日佐世保ロータリークラブに行ってきました。 そこでロー

タリー基礎知識の１つを勉強させて頂きましたのでご紹介いたし

ます。 　ロータリー年度はなぜ７月１日に始まるのかと言う事です。

１９１０年にシカゴ RC ができ、 全米に RC ができていた頃、 １９１

０年８月１７日に第一回全米ロータリー全国大会があり、 その翌年

度も同様に、 全国大会の日程に合わせて８月２１日が年度開始

になっていたそうです。 １９１２年８月、 理事会がある会計士に、

当時の国際ロータリークラブ連合会の会計監査を依頼した際、

クラブ幹事と会計が十分な時間をもって、 大会に向けた財務報

告を準備し、 クラブ代表議員の数を決定できるよう、 会計年度

の最終日は６月３０日にするのが良いと、 会計士から提案があり、

１９１３年より年度終わり６月３０日、 年度初め７月１日に定められた

ことだそうです。

　今年も７月１日より始めさせて頂く訳ですが、 クラブの事に付き

ましてはこの後の 「会長運営方針」 卓話でお時間を頂いており

ますので詳しくはその時間でお話しさせて頂きます。
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本日の出席率９０．６９％：会員数４５名・出席３４名・欠席４名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター１１名

前々回の修正出席率９７．６２％：出席３０名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席４名
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佐世保ロータリークラブ　  

　　円田 昭様　古賀 巌様　遠田 公夫様

佐世保南ロータリークラブ

　　馬郡 謙一様　角 康隆様　

佐世保西ロータリークラブ

　　吉武 直亮会長　樋口 聡子幹事

佐世保北ロータリークラブ

　　峯 徳秀会長　渡会 祐二幹事　西沢 寛様

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　川﨑 伸一様

　本日の例会に多くの方々にご来訪を頂きました事、 また多くの

佐世保中央ロータリークラブメンバーに例会出席を頂きお話を聞

いていただきました事に心よりお礼を申し上げ、 会長挨拶といた

します。
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佐世保ロータリークラブ　円田 昭様
岩政会長、 川島幹事のご活躍を祈念申し上げます。

佐世保ロータリークラブ　古賀 巌様
同級生の岩政会長の応援にまいりました。 川島幹事、 岡田

副会長、 お体に気を付けながら一年間ご活躍されることを祈

念申し上げます。 また、 山瀧さん、 岡さん、 牛島さん一年

間お疲れ様でした。

佐世保ロータリークラブ　遠田 公夫様
岩政新会長応援に久しぶりのメーキャップです。 門出の川柳

を読んで参りました。

* 岩政会長へ

　　　　　今船出、 日頃の祟りか波高し （タカシ）

　　　　　大道 （ダイドー） すすめと、 田端も願う！　

※大道…真っ直ぐな道

 　故 ・田端 茂君も同じ想いであろうと名前を入れました。

* 川島幹事へ

　　　　　念願の人妻となる、 この一年、

　　　　　千鶴が支える、 タカシのマイク

※鶴は千年、 任期中ずっと、 会長がマイクを持つシーンは

いつでも交代しますから安心してください、 という司会業らし

い会長への配慮です

佐世保南ロータリークラブ　角 康隆様　馬郡 謙一様
山瀧会長、 岩政副会長、 岡幹事、 一年間ロータリー活動ご

苦労様でした。 また、 牛島ガバナー補佐、 一年間お世話に

なりました。 山瀧会長、 岡幹事には我がクラブへご訪問頂き

ましたが、 岩政副会長にはお会いした記憶がございません。

しかし今年度は中央クラブの会長としてご来訪をお待ちして

おります。 岡田副会長、川島幹事に於かれましては調整色々

井上 亮中央会幹事
　６月２５日(日） 第５回中央会開催致しました。

　参加者２９名と多数の出席をいただきました。

　（以下上位５名）

　　　　　　１位　古川 直記君

　　　　　　２位　田雑 豪裕君

　　　　　　３位　池永 隆司君

　　　　　　４位　井上 亮君

　　　　　　５位　川島 千鶴君

２．来　　信
　■ガバナー事務所より
　　 ・ ガバナー事務所開設のご案内

　　　　開設日 ： ２０１７年７月１日 （土）

　　　　事務所 ：〒840-0815  

　　　　　　　　佐賀県佐賀市天神二丁目2－28 

　　　　　　　　松尾天神ビル 1103 号室

　　　　ＴＥＬ ：０９５２－２６－６８６８

　　　　ＦＡＸ ：０９５２－２６－６８４４

　　　　Ｅ‐ mail ： ri2740sagapiece@orion.ocn.ne.jp

　　　　執務時間 ：10： 00 ～ 17：00　（月～金曜日）

　　　　　　　　　　　※土曜 ・日曜 ・ 祝日休み

　　　

　　 ・２０１７～１８年度国際ロータリー第２７４０地区

　　　　 クラブ奉仕戦略計画研修セミナー開催のご案内 

　　　　 日時 ：２０１７年８月６日 （日） １３：００～１７：００ 　　　

　　　　 会場 ： 東彼杵町教育センター

　　　   該当出席者　クラブ会長、 クラブ奉仕委員長

　　　　　　　　　        IT公共イメージ向上委員長又は準ずる委員長、

　　　　　　　　　         幹事又は事務局員　　会員増強委員長

　　 ・１７～１８年度年度地区資金 （前期分） 送金のお願い

　　   ・ ガバナー月信７月号並びに 「月信」 用ファイルの送付

　　   ・ 米山記念奨学会より　

　　　    ２０１７年度上期普通寄付金のお願い

　　   ・ 地区ホームページ更新情報

　■直前ガバナー事務所より
　　 ・ ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

　　　  （７月１日より８月中旬迄　直前ガバナー事務所）

　■ガバナーエレクト事務所より
　　 ・ ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ

　　　   開設日：２０１７年７月１日 （土）

　　　  執務時間　午前９時～午後５時 （土･日･祝日は休み）

　                     ※７月～８月は不定期、 ９月１日以降は常勤

　　　  事務所 ：〒857-0055　

　　　　　　　　　 佐世保市湊町 2-8 石井ビル 5F

　　　  ＴＥＬ ：０９５６－３７－２４７０　

　　　  ＦＡＸ ：０９５６－３７－２４７１

　　　  Ｅ‐ mail ： ri2740sasebo@eagle.ocn.ne.jp

　■２０１７～１８年度地区大会事務局より
　　・地区大会事務局開設のご案内　

　　　　　　　（住所等： ガバナー事務所と同じ）

　■佐世保北ロータリークラブより
　　「クラブ現況と活動計画 ・ 前年度活動実績報告書」 の送付

３．依頼・伝達
①　市内ＲＣへ挨拶回りを会長 ・ 幹事で行っています。

②　７月５日、 市内８ＲＣ会長 ・ 幹事　

　　　　　　　　　　佐世保市長表敬訪問終了

③　７月６日第１回理事会開催いたします。

④　２０１７－１８年度国際ロータリー第２７４０地区クラブ

　　 奉仕戦略計画研修ｾﾐﾅｰ開催のご案内

⑤　次週例会は第 1 回クラブ協議会です。

　　 各委員長より担当委員会及び担当例会について



第1261回　平成29年7月6日号　Ｐ3 .　

とご苦労されるでしょうが、 一年間だけ我慢してください。

貴クラブのますますの発展を祈念いたします。

佐世保西ロータリークラブ　吉武 直亮会長　樋口 聡子幹事
山瀧会長、 岡幹事、 一年間大変お疲れ様でございました。

岩政会長、 川島幹事のご活躍を祈念いたします。 これから

一年間、 共に頑張って参りましょう。 中央クラブの皆様、 本

日はどうぞよろしくお願いいたします。

佐世保北ロータリークラブ　
　峯 徳秀会長　渡会 祐二幹事　西沢 寛様

岩政会長、 岡田副会長、 川島幹事がこれから一年間ご壮健

で活躍されますことをお祈り申し上げます。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　川﨑 伸一様
岩政会長、 川島幹事のご活躍を祈念申し上げます。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
いよいよ新年度の始まり、 ２０１７－２０１８年度　第１回例会で

す。 至らぬところもあるかと存じますが、 一生懸命務めさせ

て頂きます。 会員の皆様、 どうぞ一年間よろしくお願い致し

ます。 尚、 副会長 岡田文俊会員は、 頸部脊柱管狭窄症の

オペは無事済ませ、 来週第２週目よりコルセットをはめて出

席いたします。

山瀧 正久直前会長　岡 光正直前幹事
皆様方のお蔭で、 ２０１６－２０１７年度を無事に終える事がで

きました。 一年間、本当にお世話になりました。 心より 「感謝」

申し上げます。 有難うございました。 また、 本年度の更なる

飛躍をご祈念申し上げます。

会員一同
２０１７～２０１８年度　第１回例会を記念しニコニコします。 　

本日の合計　　　　   58,000 円

本年度の累計　　　 100,000 円

　ＲⅠ会長テーマは 「ロータリー ： 変化をもたらす」

ROTARY ： MAKING A DIFFERENCE

「ロータリーとは何ですか？」 の問いに、 「どのような団体か」

では なく、 「何をしているか」 で定義されます。 地域 社会と世

界に変化を生みだしたいという願い、 そして、 ロータリーを通じ

てそれを実現できるようになった人が 集まった組織だということ

■ 2017 ～ 2018 年度クラブ運営方針 ■
クラブスローガン
　　「温故知新・佐世保中央ロータリークラブです」

第２７代会長　岩政 孝君

です。 私たちは行動をもって答えます。 奉仕を通じて自分に

地域に変化をもたらし、 その変化を喜びに繋げることを。

２７４０地区　地区運営方針

『 地域社会にも変革を！ 』

職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、 次の項目に努力して取

り組んでみよう。

・ クラブセントラルにクラブの活動を登録しよう。

・ 人道的奉仕にもう一度目を向けよう。

・ ロータリーの公共イメージと認知度の向上を目指そう。

佐世保中央ロータリークラブ　運営方針

「温故知新 ・ 佐世保中央ロータリークラブです」

会員数も徐々に増加してきた近年、 創立３０年を前に今一度

「ロータリーの意義 ・ 歴史」 と 「創立」 等を確認する一年にし

たいと願っています。 奉仕の在り方を考え、 今後さらに奉仕の

実績を積み上げて行く事を全員で考え、 どこに行っても私たち

は 「佐世保中央ロータリークラブです」 と誇りをもって言えるク

ラブ造りをして行きましょう。

ＳＡＡ：有吉 平岩 義明君

次回例会／７月１３日１２：３０～
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