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本日の出席率７０.７３％：会員数４５名・出席２６名・欠席１２名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター８名

前々回の修正出席率８６.０４％：出席２８名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席５名

　 本日は旭川空港ロータリークラブ

より沢山の皆様がご来訪されていま

す。 昨年、 山瀧年度の国際交流

委員会事業で旭川空港ロータリー

クラブへ訪問させて頂いた折、 私

たちの滞在期間に合わせて例会日

変更をして合同例会を企画して頂

きました。 その節は大変お世話に

なりました。 心よりお礼申し上げます。

　今回は当クラブも旭川空港ロータリークラブの皆様を歓迎して、

例会日変更と共に会場変更で 「歓迎例会」 を企画さて頂きまし

た。 ご来訪の皆様、 ようこそ佐世保へお越し頂きました。 会場

の都合で少しざわつく感はありますがご容赦下さい。

　当クラブの皆様、 沢山のご参加を頂き有難うございました。 こ

の後の山瀧 正久直前会長よりご挨拶でご説明があるかと思いま

すが、 国内のロータリークラブと交流を持ち勉強する事も大切な

事であるとの趣旨で、 縁あって旭川空港ロータリークラブと交流

を始めさせて頂きました。 お互いのクラブや土地柄を知り友好の

輪を広げお互いのクラブが成長して行く一歩となれば幸いです。

　旭川空港ロータリークラブの皆様、 並びに東神楽町長様はじ

めとする皆様には限られた時間ではありますが佐世保を楽しんで

頂きます事をご期待申し上げます。

〒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　
　　　なし　

２．来　　信
　　■国際ロータリー
　　　　 ・ ザ ・ ロタリアン送付

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①2017-2018 年度 YEP 留学生レポート

　　　　　②コーディネーターニュース

　　■2017-2018 年度　地区大会事務局
　　　　 ・ 地区大会交通手段のお伺い

　　■佐世保北ロータリークラブ
　　　　 ・ 第５回市内 RC 会長 ・ 幹事会 開催のご案内のお知らせ

　　　　　　日　時　１１月２２日 （水）　１８：３０～

　　　　　　場　所　香辣 （シャンラー）　（天津包子館１階）

　　■佐世保東ロータリークラブ
　　　　 ・ 創立 50 周年記念誌送付

　　■社会福祉法人つばさ会
　　　　 ・ 合同学園祭開催のお知らせ

　　　　　　日　時　１１月１９日 （日）　１０：００～

　　　　　　場　所　えぼし学園　赤木学園

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 特に無し

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は旭川空港ロータリークラブメンバー、 会長 前田 

哲也様、 幹事 永沼 貞芳様、 直前会長 久保 宣夫様、

会員組織委員長 宮出 奈美枝様、 奉仕プロジェクト委

員長 高橋 興志様、 会計 角 公惠様、 オブザーバーと

して　坂巻 節子 様、 東神楽町長 山本 進様、 のご来訪

誠にありがとうございます。 ようこそ北海道より西の果て、 佐

世保へお越しくださいました。 心より歓迎いたします。

旭川空港ロータリークラブ

　　　会長　 　　　　　　　　　　　　　前田　哲也 様

　　　幹事　 　　 　　　　　　　　　　 永沼　貞芳 様

　　　直前会長　　　　　　　　　　　 久保　宣夫 様

　　　会員組織委員長　      　　　宮出　奈美枝 様　

　　　奉仕プロジェクト委員長　    高橋　興志 様

　　　会計　　　　　　　　 　　　　　　角　公惠 様

オブザーバーとして　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坂巻　節子 様

　　　東神楽町長　　　　　　　　　　山本　進　 様　　　　　
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次回例会／１０月２６日１２：３０～

　こんばんは。 まずは佐世保よさこい祭りでお忙しいなかにも拘

わらず、 本日の合同例会のご準備等にご配慮くださいまして、

本当にありがとうございます。 また、 今年の一月の旭川にて開

催された合同例会の際には多くの皆様にお越しをいただきまし

て、 本当にありがとうございました。

　数日前に旭川は初雪が降りました。 すでに大雪山は雪景色に

なっております。 いよいよ北海道は冬が近づいて来ました。

　さて、 昨年より友好クラブとして交流が始まりましたが、 この原

点になったのがよさこい祭りであると思っております。 佐世保の

皆様と東神酔華の舞をはじめ久保直前会長が積み上げてきた絆

の証であると思います。 今日は皆様方との再会の中で、 佐世保

の素晴らしさ、 と共に絆の深さを感じながら、 楽しい一時を過ご

させていただきたいと思っております。

　旭川空港ロータリークラブの活動を簡単ではありますが、 紹介

させていただきます。 現在の会員は１２名でありますが 『明るく

笑いの絶えない活動し絆を深めう』 を合言葉で活動をしていま

す。 昨年より友好クラブとして 『佐世保中央ロータリークラブ』 と

の交流が始まりましたが、 ほかに全国空港フォーラムに参加をし

ております。 全国の空港関係クラブが年に一度持ち回りで、

フォーラムを開催しております。 南から言いますと、 佐賀空港ク

ラブ ・ 広島空港クラブ ・ 名古屋空港クラブ ・ 松本空港クラブ ・

羽田空港クラブ ・ 成田コスモポリタン、 そして今年度より新たに

豊中南クラブが加わっております。 今年度はすでに終えたので

すが、 松本市で開催されました。 来年度の開催は旭川空港ロー

タリークラブがホストであります、 各クラブからのリクエストもありま

して、 今のところ 9 月頃の開催を考えております。

そこで、来年度開催のおりには、当クラブの友好クラブとして 『佐

世保中央ロータリークラブ』 の皆様にもご案内をしたいと思って

おります。

旭川空港ロータリークラブ
　  会長　前田 哲也様　

芥川 圭一郎君　池永 隆司君　牛島 義亮君　南部 建君
大久保 厚司君　岡 光正君　片桐 康利君　崎元 英伸君　
指山 康二君　竹本 慶三君　田添 直記君　西村 浩輝君　
野村 和義君　馬場 貴博君　平岩 義明君　古川 直記君　
本田 実君　松尾 英機君　松田 啓伸君　馬渡 圭一君
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

本日は旭川空港ロータリークラブメンバー様、 そして坂巻 

節子様、東神楽町長山本様のご来訪ありがとうございます。

ようこそお越しくださいました。

本日の合計　　　　    28,000 円

本年度の累計　　　 408,000 円
【旭川空港ロータリークラブ会員とご来訪の皆様】　

【合同例会開催を知り他クラブロータリアンが
　　　　　　よさこい衣装で駆けつけました！】　
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