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本日の出席率８１.４０％：会員数４５名・出席３０名・欠席８名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター６名

前々回の修正出席率９５.１２％：出席３４名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席３名

　本日は前田 和隆ガバナー補佐

をお迎えして、 クラブ協議会を行

います。

　

　ガバナー補佐のお役目の一つは、

地区担当グループのロータリーク

ラブを訪問して、 クラブの概況を

ガバナーにお知らせする事です。

　

　近年の佐世保中央ロータリークラブについては、 本日の例会

前にガバナー補佐との懇談会でご説明差し上げました。

　

　本日のクラブ協議会は、 本年度の活動計画を主に各委員会よ

りご説明させて頂きます。 我クラブの今後について、 前田ガバ

ナー補佐が各クラブを訪問されての参考事項などをご指導賜れ

ば幸いです。 この後の短い時間ですがご参加をお願いいたします。

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

１．例会変更　
　　＊佐世保ロータリークラブ

　　　　     日時　１０月４日 （水）　１８：３０ ～

　　　　　　 場所　富士国際ホテル　　　※観月例会のため　

第６グループガバナー補佐　　　前田　和隆様

佐世保ロータリークラブ　　　　 　石田　謙二様

佐世保南ロータリークラブ　　　　川原　正寛様

                                      　直江　弘明様

佐世保東ロータリークラブ　　　　坂口　尉知朗様

                                      　緒方　大輔様

　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　　     日時　１０月１９日 （木）　１６：３０ ～

　　　　　　 場所　国立病院機構長崎川棚医療センター　　　　　

　　　　　　　※ハウステンボス佐世保ロータリークラブと合同職場

　　　　　　　　 訪問のため

　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　  ①日時　１０月３日 （木）　１８：３０ ～

　　　　　　 場所　ホテルヨーロッパ 「吉翠亭」 ※観月例会のため

　　　　  ②日時　１０月１９日 （木）　１６：３０ ～

　　　　　　 場所　国立病院機構長崎川棚医療センター　　　　　

　　　　　　　※佐世保東ロータリークラブと合同職場訪問のため　

　

２．来　　信
　　■長崎県立佐世保特別支援学校　校長　西岡 哲男様
　　　 ・ 平成２９年度 「きらめきフェスタ」 の開催のご案内

　　　　　日時　平成２９年１０月１５日 （日） ９時３０分～１４時２０分

　　　　　場所　体育館及び各校舎

３．依頼・伝達
　　　来週は、 駒井 英基ガバナー公式訪問となっております。

　　　ネクタイ着用で、 １２時半までに食事を済ませて下さい。

八重野 一洋国際交流委員長
　９月１９日、 佐世保北クラブ国際奉仕委員会と当クラブ国際奉

仕委員会で 『国際交流について』 合同委員会を開催いたしま

した。 両クラブ永年継続してきた国際姉妹クラブとの交流事業

も頭打ちで同じ悩みを持たれていました。 中身のある大変貴重

な合同委員会を開くことが出来ました。

中央会　本田 実幹事
　９月１８日今年度の第一回中央会を開催いたしました。 ご参

加いただきました皆様、 どうもありがとうございました。 ２か月後

にまた実施したいと思いますのでご参加ください。

　　　　　　　　　　☆優　勝　　松尾 英機君☆



第1271回　平成29年9月21日号　P2 .

本日の合計　　　　    59,000 円

本年度の累計　　　 290,000 円

第６グループガバナー補佐　前田 和隆様
佐世保中央ロータリークラブの皆様、 甚だ未熟者ですが、

少しでも皆様のお役に立つよう努力する所存です。 一年間

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

佐世保ロータリークラブ 石田 謙二様
本日もメーキャップでお世話になります。 長崎新聞をご購読

いただきお礼申し上げます。

佐世保東ロータリークラブ　坂口 尉知朗様　緒方 大輔様
本日はお世話になります。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
第６グループガバナー補佐　前田 和隆様

佐世保ロータリークラブ　石田 謙二様

佐世保南ロータリークラブ川原 正寛様 直江 弘明様

佐世保東ロータリークラブ坂口 尉知朗様　緒方 大輔様

本日のご来訪誠にありがとうございます。 　

本日は前田ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会となっ

ております。 皆様どうぞよろしくお願いいたします。

松尾 英機君
敬老の日にあった中央ロータリークラブのコンペにて、 当クラ

ブの最長老の私が取りきり戦で善戦。 パートナーの暖かい励

ましのもと最後までプレーできました。 その上、 見事優勝ま

でさせていただきました。 皆様のロータリーの友情に心より感

謝いたします。

井上 亮君
先日の母の葬儀に際しましては、 皆様にお忙しい中ご参列

を頂き、 過分なるお花料を頂き、 ありがとうございました。 感

謝してニコニコします。

宮﨑 祐輔君
結婚記念日のお祝いをいただき、 ありがとうございます。

片桐 康利君
結婚記念日のお花を頂きまして、 ありがとうございます。 嫁も

喜んでいました。 大事に部屋に飾らせていただいています。

中央会　大久保 厚司会長　本田 実幹事
９月１８日、台風が過ぎ晴天のもと、第１回中央会が開催され、

無事終了いたしました。 皆様のご協力に感謝いたします。

次回、 ２か月後もよろしくお願いいたします。

芥川 圭一郎君　浅野 訓一君　池永 隆司君　井上 亮君　
牛島 義亮君　岡 光正君　片桐 康利君　香月 章彦君　
崎元 英伸君　崎山 信幸君　指山 康二君　竹本 慶三君　
田雑 豪裕君　田添 直記君　田中 啓輔君　西村 浩輝君
野村 和義君　橋口 佳周君　馬場 貴博君　平岩 義明君
福田 英彦君　本田 実君　前田 眞澄君　溝上 純一郎君

宮﨑 正典君　宮﨑 祐輔君　八重野 一洋君　山口 裕之君
山瀧 正久君　吉野 英樹君　四元 清安君

前田 和隆ガバナー補佐、 訪問誠にありがとうございます。

全員でニコニコいたします。

ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／９月１７日１２：３０～

　　　　　　　≪ クラブ協議会プログラム ≫
　　　 　　 １． 点鐘

　 　　　　 ２． 開会の辞

　 　　　　 ３． ガバナー補佐挨拶

　 　　　　 ４． 今年度クラブ運営方針

　 　　　　 ５． クラブ現況報告

　 　　　　 ６． 委員会活動計画

　　　　　　　　（１） クラブ奉仕管理運営委員会　　

　　　　　　　　（２） 公共イメージ ・ 会報委員会

　　　　　　　　（３） 会員増強委員会

　　　　　　　　（４） 職業奉仕委員会

　　　　　　　　（５） 奉仕プロジェクト委員会

　　　　　　　　（６） 国際奉仕 ・ ロータリー財団委員会

　　　　　　　　（７） 予算報告

　 　　　　 ７． 質疑応答

　 　　　　 ８． ガバナー補佐所感

　 　　　　 ９． 謝辞及びバナー贈呈

　　　　　１０． 閉会の辞

　　　　　１１． 点鐘

■ 第３回クラブ協議会 ■

前田 和隆ガバナー補佐のご挨拶
　佐世保中央ロータリークラブの皆様こ

んにちは。 私は国際ロータリー第２７４０

地区第６グループの今年度ガバナー補

佐を仰せつかっております佐世保東

ロータリークラブの前田和隆と申します。

今年度一年間どうぞ宜しくお願い申し上

げます。

　先ずは過日行われました佐世保東 RC の５０周年記念式典に

前年度の会長 ・ 幹事様にお越しいただき、 様々なるご厚情を

賜りましたことを改めてこの場をお借りして御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

　さて私のような若輩者がガバナー補佐の立場で皆様の前に

立っている事に未だに実感がわきません。 事実私以外の９名

の補佐の皆さんは全員７０歳代で、 補佐会議でのアウェイ感た

るや半端ではないものがあります。
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　しかし大事な役目をお引き受けした以上泣き言を言ってばかり

もいられません。 この一年は皆様から様々なご意見を賜り、 第

６グループに留まらない多くの方々のお役に立てる情報の伝達

役として奔走する覚悟です。 甚だ未熟者ではありますが、 この

一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

【　委員会活動計画　】
指山 康二 クラブ奉仕管理運営委員長
　クラブリーダーシッププランで大幅な委

員会組織が変化しクラブ奉仕管理運営委

員会は３つの委員会でクラブの親睦と奉

仕の活動を務めてまいります。 クラブビ

ジョン委員会はこれまでのプログラム委員、 ロータリー情報、

職業分類等を担っています。 又、創立30周年に向けてのビジョ

ンを掲げると共にクラブの短期的長期的なビジョンを作っていきま

す。 その中で親睦例会活動委員会は、山口 裕之委員長の下、

納涼例会と忘年家族会、 延寿会のクラブ内の親睦会の運営を

する委員会です。 また、 式典例会 ・ 出席委員会は田中 啓輔

委員長の下、「会長・副会長・幹事交代式」 「創立記念例会」 「新

年例会」 を運営いたします。 今までの親睦活動委員会を二つ

にわけ親睦委員長の負担を軽減しております。 若手二人の委

員長は楽しく頑張っております。 楽しい中央ロータリークラブの

要として、 取り組んでまいります。

本田 実公共イメージ・会報委員長
　一年間を通して、 例会及び卓話の内

容、 各委員会の内外活動状況を余す

ことなく委員会メンバーで集めて行き、

事務局およびロータリークラブのメン

バー力を借りて佐世保中央ロータリーク

ラブの週報を作りあげていきホームページに掲載していきます。

馬場 貴博会員増強委員長
　今年度は純増５名の命題を岩政会長

からいただきスタートしたが現況として１

月から入会予定の２名しか確定できてい

ません。 残念ながら３人目の予定者がい

るが （本人の了解は得ている） 上司から

の許可が下りず難航しているのが現状です。

委員会は活発に活動して頂き何人かの面談を行っているがま

だまだ結果を出せていません。

　毎回オブザーバーとして他の委員会より参加していただきな

がら新入会員の掘り起こしをこれからも進めていくつもりですが、

会員の皆さまからの情報をいいただければ順次動く体制になっ

ておりますので、 今後共ご協力をお願いいたします。 尚年度

終了時に結果が出せない場合は頭を丸めお詫びいたします。

野村 和義職業奉仕委員長
　職業を通して社会問題に貢献する企

画を考えます。

まず、 最近問題となっている若年性認

知症について、 メンバーに承知と理解を

促す事業を展開してまいります。 社員 ・

家族招待映画例会に関しましては通年と同時期にシネマボック

ス太陽様のご協力を頂き開催したいと考えております。

香月 章彦社会奉仕委員長
　長崎県立佐世保特別支援学校高等部  

和太鼓部、 ダンス部　演舞会、 絵画部

の発表展示会

　　日時　未定　　９ ： ００～１３:００

　　場所　島瀬公園ステージ （四ヶ町アー

　　　　　　ケード）

　　内容　 ・ 和太鼓部演奏 ・ ダンス部踊り ・ 絵画の発表展示

　　主旨　日頃の練習の成果発表の場と、 市民の方とのふれあ

　　　　　　いの場を設けて積極的に社会参加を楽しみにする生

　　　　　　徒を支援する。

溝上 純一郎青少年奉仕委員長
　今年度は、 昨年とは違う組織で奉仕プ

ロジェクト委員会の中の社会奉仕委員会

と青少年奉仕委員会の二委員会の一委

員会になりました。 今年も長崎県立佐世

保特別支援学校を対象に第２７４０地区 

地区補助金を利用した活動と支援学校の太鼓、 ダンスの発表

会を社会奉仕委員会と１２月、 佐世保市の島瀬公園で行う予

定にしています。

　又、 佐世保中央ロータリークラブも若い新入会員も増えまし

た。 会員の社員、 家族の協力を得て５月に多久ロータリークラ

ブがホストクラブとして行われるＲＹＬＡに参加しようと思います。

宮﨑 正典国際奉仕・ロータリー財団委員長
　国際奉仕委員会は、 国際交流委員会

ロータリー財団 ・ 米山奨学委員会を担当

します。

 国際交流では、 １０月の創立記念式典

に姉妹クラブの釜山蓮山ロータリークラブ

のメンバーが訪問されますので、 そのお

世話をさせていただきます。 そして、 本年度は４月の釜山訪問

がありませんので、 海外のロータリークラブを訪問する予定で

す。

 ロータリー財団 ・ 米山奨学委員会は、 本年度の寄付総額が

決まりましたので、 １０月の基金会で最終的に選定します。

橋口 佳周会計
　本年度は、 上期４５名　下期純増５名

の５０名での予算を編成しました。 総予

算 10,085,000 円となっております。

　委員会活動の予算を各委員会に 「何

をしたいからどれだけの予算が必要か」

を提出してもらい、 総予算の２０％を委員

会費といたしました。 また、 ニコニコボックス会計は、 会員が

受益者とならない社会奉仕、 国際奉仕などの団体奉仕活動費

に使われるような予算構成にしています。

　いずれにしても、 会員増強による会費収入を予算化しており

ますので、 会員増強の目標を皆で達成しましょう。
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ＳＡＡ：平岩義明君　次回例会／９月２７日１２：３０～

前田 和隆ガバナー補佐所感
　本日のクラブ協議会を拝聴して、 常に素晴らしい活動を継続

されている佐世保中央ロータリークラブ様の更なるご隆盛振りに

は羨ましさを感じるほどでした。

　五大奉仕委員会の設置に早々から取り組まれ、 親睦活動委

員会を更に分割して効率の良い独自の工夫をされている点も

特筆すべきものです。 そして何と言っても地区最大の 5 名増強

を掲げられた岩政会長の意気込みに、 クラブ全体が鼓舞され

一丸となっておられる姿は、 数多のクラブの模範となる素晴らし

いものです。

 今後も第６グループ枠など遥かに超えた輝かしいご活動を期

待してやみません。 岩政 孝会長様　川島 千鶴幹事様をはじ

め会員の皆様のご健闘とご健勝を祈念申し上げて、 大変僭越

ながら私の拙い所感とさせて頂きます。 本日は誠にありがとうご

ざいました。

【前田 和隆ガバナー補佐との懇談会の様子】
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