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本日の出席率７８.０５％：会員数４５名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率９５.４５％：出席３６名・メークアップ０名・出席規定免除会員出席６名

　先 週、 第 一 回目の

例会には沢山の来訪

者と 90％近くの会員出

席を頂きありがとうござ

いました。 出席率が低

かったらどうしようと内

心不安でしたが皆様

のご出席に心より感謝申し上げます。

　また、 夜にはパスト会長 ・ 幹事様による 「直前会長 ・ 幹事、

現会長 ・ 幹事　慰労激励会」 を催して頂きまして有難うございま

した。 身の引き締まるお言葉を頂戴いたしました。

　先週事務局にてクラブ現況報告書の打合せをしておりました

ら、 設立初年度 1990 年 （平成 2 年） 9/29－1991 年 6/30 年度

と２年目 1991 年 7/1－1992 年 6/30 年度の現況報告書を発見し

ました。 チャーターメンバーの方はご記憶に有られると思います

が、 当時の設立前後の状況を資料で分かる範囲でお話しさせ

て頂きます。

　1989 年（平成元年）2740 地区ガバナー内田衍（佐賀）ガバナー

エレクト冨永雄幸 （佐世保南） の時、 各地区で新設クラブを作

る方針が推奨され、 一年間をかけ佐世保南クラブの先導の下、

指導クラブ佐世保北クラブの力を借りて 1990 年 9 月 29 日に設

立総会を行い、 RI からの承認日時が 10 月 22 日と成ったわけで

す。 当クラブが設立に至るロータリー用語では、 佐世保中央

RC の特別代表が野田三地之氏 （佐世保南）、 拡大補佐として

二人、 桟猪一郎氏 （佐世保南） 松尾辰二郎氏 （佐世保北）、

スポンサークラブが佐世保北 RC、 コ・ スポンサークラブが佐世

保南 RC となりました。 また当時の佐世保南クラブの会員であっ

た芥川浩一郎氏が当クラブに移籍されチャーターメンバー 40 名

の一員として尽力された中で設立に至ったそうです。 因みに設

立時の会長は藤井壮亮氏、 2 年目の会長も藤井壮亮氏でした。

「物事を起こす」 と言う事は、 何時も沢山のエネルギーが必要と

なります。

当クラブもこのエネルギーを頂き現在に至っている事を忘れず、

大切に継続していかなければならないと感じました。

気を引き締めながら、 会長挨拶と致します。
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１．例会変更　
　　　ありません

　　
２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　 ・２０１６－２０１７年度 「年次基金寄付ゼロクラブ」

　　　　　 ゼロ達成のお知らせ

　　■ロータリー米山記念奨学会
　　　 ・ 『ロータリー米山記念奨学会　５０年のあゆみ』

　　　　　発刊のお知らせ

          ・ 米山記念奨学会、 寄付金 １０００万円達成による

　　　　　 表彰のお知らせ

　　　　　　　　　　☆表彰年月　２０１７年６月３０日

　        ・２０１７－20１８年度 「ハイライトよねやま２０８」

　　　　　 ２０１７年 ７月１２日発行のお知らせ

　　　

　　■ガバナー事務所
　　２７４０地区ホームページ更新情報

　　■前田 和隆 第６グループガバナー補佐
　　新年度ご挨拶

　　
３．依頼・伝達
　　　　　 ・ 次回７月２０日の例会はゲスト卓話

　　　　     陸上自衛隊第 5 陸曹教育隊長　1 等陸佐 山崎 繁 様

　　　　　 ・７月２０日 （木） １８：３０～　

　　　　　　会員増強委員会　第１回委員会　開催

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
今日からやっと３人揃って例会を迎える事が出来ました。 どう

ぞ改めて、 本年度よろしくお願いいたします。

岡田 文俊副会長
突然のオペの為、 会長並びに会員の皆様に大変ご迷惑を

お掛けしました。 申し訳ありません。 又、 病気のことに詳しく
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なりました。

芥川 圭一郎君
禁煙、 ６ヶ月が無事に過ぎました。 今でもまだ、 復帰できる

のですが、我慢します。 また、海星が２回戦突破しました！！

　

本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　　 110,000 円

ＳＡＡ：有吉 中君

次回例会／７月２０日１２：３０～

【第１回クラブ協議会】

平岩 義明ＳＡＡ委員長　
　本年度ＳＡＡを努めさせていただきます。 平岩でございます。

鶴田 明敏パスト会長、 牛島 義亮前ガバナー補佐、 田雑 豪裕

パスト会長、 崎山 信幸君、 有吉 中君で頑張ります。 ビシバシ

例会を指導していきますので１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 孝会長のＣＬＰ（クラブ リーダーシップ プラン） の新しい

組織改革で、新しい池永 隆司委員長のクラブビジョン委員会と、

今までの親睦活動委員会を二つに分けて、 新理事の山口 裕之

親睦例会活動委員長と、 田中 啓輔式典例会 ・出席委員長の３

つの委員会を監督調整の任務ですが、 三委員長共に熱く燃え

ていますので、 口は出さずに見守っていきたいと思います。

池永 隆司クラブビジョン委員長
　国際ロータリーの戦略計画に基づき、 当クラブが目指す長期

的な未来像をを考えるにあたり、 まずはクラブ創立３０周年に向

け、 今後３年の年次目標を設定できるようにする。 その他に、

年間プログラムの作成、 ロータリー情報、 職業分類、 会員選考

の作業、 一年間皆様の情報提供とご協力をよろしくお願いいた

します。

山口 裕之親睦例会活動委員長
　最年長者、 福田 英彦先生、 松尾 英機さん、 から最年少者

の松田 啓伸君まで年の差４８歳と様々な年代層の皆様が楽しん

で頂けるような親睦活動の企画運営を行っていきたいと計画して

おります。

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

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
　　各委員会の活躍、 活動する姿をクラブメンバーのみだけで

はなく、 他ロータリークラブにも報告出来るように委員会活動を

行っていきたいと思います。

岡 光正会員増強副委員長
　会員増強員会　副委員長の岡でございます。 昨年度は大変

お世話になり有難うございました。

　本日、 馬場委員長が所用の為欠席しておりますので、 代わり

に 「会員増強委員会」 の年間活動内容を、 ご報告させて頂き

ます。 会員増強委員会は、 岩政会長が掲げた 「ＣＬＰ」 の組織

の中で、 重要な役割を担う委員会です。 昨年度、 池永委員長

を始め皆様方のご協力により、 ５名の新入会員が入会致しまし

た。 新入会員の入会により、 クラブ自体が活性化され、 大変良

い雰囲気の中で活動が出来ていると思います。

　本年度が純増５名、 合計５０名体制でクラブ運営を行いたいと

思います。 早速、 ２０日に一回目の委員会を開催し、 詳細につ

いて協議致します。 最後に、 会員の皆様方には、 「会員増強」

の重要性を意識付けして頂き、 ご協力頂きます様お願い致しま

す。

野村 和義職業奉仕委員長
　１年間頑張ります。 よろしくお願いいたします。

南部 建奉仕プロジェクト委員長
　社会奉仕委員会と青少年奉仕委員会合同で、 長崎県立特別

支援学校の活動を応援してまいります。 今回は地区補助金を

利用して、 さらに応援してまいりますので、 メンバーの皆様のご

協力をよろしくお願いします。

溝上 純一郎青少年奉仕委員長
　　今年度、 青少年奉仕委員会は奉仕プロジェクト委員会の一

委員会として社会奉仕委員会と協力して共同事業を行う事業、

長崎県立佐世保特別支援学校を対象とした奉仕事業と、 ここ２

年程、 青少年の参加がなかったＲＹＬＡに参加者を送りたいと思

います。 当クラブに若い新入会員が増えた今、 事業所の社員、

後継者に広くＲＹＬＡへの参加を呼びかけたいと思います。 

宮﨑 正典国際奉仕・ロータリー財団委員長
　本年度、 国際交流、 ロータリー財団、 米山の大委員長を仰

せつかりました。 　一年間、 無理をしない範囲で寄付を行って

いきたいと思います。

八重野 一洋国際交流委員長
　本年度は釜山蓮山ＲＣから来訪されますが、 ４月に釜山への

訪問はありません。 予算をできるだけ残し、 奥様方が参加した

いような企画 ・ 渡航先を選定し、 楽しい国際交流にしたいと思

います。 一年間よろしくお願い致します。

　　　　　 委員会活動計画
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