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本日の出席率８４.４４％：会員数４６名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員（７）６名・ビジター０名

前々回の修正出席率８８.０９％：出席３０名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席４名

　先週の 「社員家族招待映画例

会」 には沢山の皆様にご参加頂き

ましてありがとうございました。 牛島 

義亮社長と共に野村 和義委員長

の下で協力して頂いた職業奉仕委

員会の皆様に感謝いたします。

　本日は年次総会となっておりま

す。 指名委員会委員長の山瀧 正

久パスト会長より次々年度会長予定者及び次年度崎元 英伸会

長の理事役員を指名提案がございます。 皆様のご協力をもって

ご審議頂きます様お願いいたします。

 また、来月１２月２３日 （土） に 「忘年家族会」 を開催いたします。

ご案内を出しておりますので出来る限り多くのご家族のご参加を

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

11 月 12 日　指山　康二・いづみ　ご夫妻
11 月 24 日　平岩　義明・晴美　ご夫妻

１．例会変更　
　　＊佐世保北ロータリークラブ
　　　　 ・日時　12 月11日 （月） 18 時 30 分～

　　　　　場所　弓張ヶ丘ホテル　　※忘年家族例会のため

　　　　 ・日時　12 月18日 （月） 18 時 30 分～

　　　　　場所　西沢本店　カトレアホール　　

　　　　　　　　　※例会場変更に伴う さよなら例会のため

　　例会休会
　　＊佐世保北ロータリークラブ
　　　　 ・日にち　12 月25日 （月）　※定款第 8 条第 1 節により

２．来　　信
　　■国際ロータリー
　　　　 ・ 2017-18 年度 IR 会長、 2017-18 年度財団管理委員長

　　　　　よりご挨拶 「財団月間に寄せて」

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ ロータリーウェブサイトへのアクセスに関するお知らせ

　　　　　11 月18 ・19日にかけて、 ウェブサイトのアップグレード

　　　　　を行うため My ROTARY の一部機能が一時的にご利用

　　　　　いただけなくなります

　　　　 ・ 地区大会当日名札持参のお願い

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①肝炎対策へ調査開始　感染率高く支援策探る

　　　　　②ロータリー財団 2017-2018 年度 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　グローバル補助金奨学生募集要項

　　　　　③コーディネーターニュース 2017 年 12 月号

　　　　　④ロータリー財団セミナー資料　一括ダウンロード

　　■ロータリー米山記念奨学会
　　　　 ・ 今月の “ハイライトよねやま” 更新のお知らせ

３．依頼・伝達
　　　　 ・18日は、 地区大会です。 バス乗車の場所と時間を再　

　　　　　度ご確認よろしくお願い致します。

　　　　 ・ 23日が祭日で休会ですので、 30日例会は第４回クラブ

　　　　　協議会で、 地区大会報告を参加者の皆様に一言報告

　　　　　して頂きますので、 有意義な時間を過ごして下さい。

昭和 36 年 11 月　1 日　馬場　貴博君
昭和 43 年 11 月　2 日　田添　直記君
昭和 37 年 11 月   5 日　川島　千鶴君
昭和 31 年 11 月 11 日　岩政　孝君
昭和 33 年 11 月 13 日　南部　建君
昭和 28 年 11 月 26 日　田雑　豪裕君



本日の合計　　　　    60,000 円

本年度の累計　　　 508,000 円

国際ソロプチミスト佐世保パール　会長 田雑 美和子様
先々月のソロプチミスト佐世保パール主催 「チャリティゴ

ルフコンペ」 に沢山のご参加ありがとうございました。 こ

れからも主人田雑 豪裕共々お世話になります。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
先週は牛島 義亮会員の職業奉仕という形で会員及び社

員の皆様が大変お世話になりました。 また本日、 次年度

の役員 ・ 理事を決める年次総会となっております。 スムー

ズな進行が出来ます様、どうぞよろしくお願いいたします。

指山 康二君　
４０回目の結婚記念日のお花ありがとうございます。 ４０年

も続いたのは、 全て妻、 いずみの忍耐のおかげです。

溝上 順一郎君　
先日の社員招待映画例会では社員１７名が大変お世話に

なりました。 本日仕事の都合で出席できませんので、 ニコニ

コ２つ分いたします。

田雑 豪裕君　
１１月２６日の誕生日のプレゼントありがとうございました。
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◆年次総会◆

職業奉仕委員会 野村 和義委員長
　１１月９日の社員招待例会 （映画例会） にたくさんの方々にご

参加いただきました。 ありがとうございました。

国際奉仕・Ｒ財団委員会 宮﨑 正典委員長
　１１月１２日地区の財団セミナーに岩政 孝会長と川島 千鶴幹

事、 宮﨑 正典で参加しました。

　地区補助金とグローバル補助金のうち、 グローバル補助金が

ほどんど使用されていませんので候補の方がいたら教えてくだ

さい。

親睦例会活動委員会 前田 眞澄君
　忘年家族例会のご案内です。 １２月２３日 （祝 ・ 土） 例会１８

時３０分から、 忘年家族懇親会１８時４５分から。 場所は指山 

康二会員が設計されました、 都会的センスにあふれた、 ホテ

ル＆スパ花みずき （旧サスパ） です。 当日はサンタがいっぱ

い出て来ますので、 ご家族皆さんでご参加の程、 よろしくお願

いします。

中央会 本田 実君
　１１月２３日 （木） 一週間後に迫りました。 中央会の組み合わ

せ表を配布しております。 場所は三川内ゴルフ場です。

岩政 孝君　
１１月１１日は６１歳になりました。 ちまたでは１１月１１日

はお菓子の 「ポッキーの日」 だそうですが ・ ・ ・ 。

平岩 義明君　
１１月２４日の結婚記念日のお花ありがとうございました。

南部 建君　
誕生日プレゼントありがとうございます。

馬場 貴博君　
１１月１日の誕生日に御祝い頂きありがとうございました。

川島 千鶴君　
先日１１月５日に誕生日を迎えました。 最悪な事に発熱し

ていまい、 １１月６日は一日床にふせてしまいました。 そ

の日に誕生日のお祝いのお花が届いたと会社から連絡が

あり、 そうだったと思った次第でした。 ありがとうございま

した。

芥川 圭一郎君　
いよいよ本日よりスタートです。 皆様のご協力のもと、 １８

時にきらきらフェスティバルのイルミネーションが点灯しま

す。 また、 この後の年次総会もよろしくお願いします。

片桐 康利君　
皆様こんにちは！佐世保中央ＲＣスキューバダイビング部

の片桐です。 先週、 ライセンスの講習が終わり、 無事

資格持ちとなりました。 浅野さんのライセンス取得を楽し

みにお待ちしております。

会員一同　
宮﨑宗長君の入会を心より歓迎いたします。 佐世保中央

ＲＣは優しい先輩ばかりです。 よろしくお願いいたします。

１．開会の辞

２．出席者の確認（定数報告 川島 千鶴幹事）

　　　会員総数４６名、 出席者３６名。

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第５条第３節により、 会

　　　員総数の３分の１を上回っており成立が確認された。

３．議長選出

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第４条第１節により岩政 孝

　　　会長を議長とする。



４．議事録作成者指名( 議長指名）

　　　議事録作成者に芥川 圭一郎副幹事が指名された。

５．審議事項

　　　第１号議案

　　　 ・ 2018-2019 年度 ・ 役員理事選出の件

　　　　山瀧 正久指名委員長より、

　　　　会長ノミニー ： 南部　建君

　　　　副会長 ： 野村　和義君　　

　　　　幹 事 ： 芥川　圭一郎君

　　　　会 計 ： 馬場　貴博君

　　　　ＳＡＡ ： 宮﨑　正典　君

　　　　理 事 ： 糸瀬　新君、 香月　章彦君、 前田　眞澄君

　　　　　　　　　松田　啓伸君、 岡　光正君、 岡田　文俊君

                    牛島　義亮君、 八重野　一洋君、 四元　清安君

　　　　との報告があり全員の拍手で承認された。

 

≪次年度役員・理事挨拶≫

会長ノミニー　南部 建
次年度 崎元 英伸 会長をしっかり見ながら、 勉

強させていただきますのでよろしくお願いしま

す。

副会長　野村 和義
ガンバロー ・ ガンバレー ・ ガンバランバです。

幹事　芥川 圭一郎
皆様より、 ご指導いただきながら、 幹事の職務

を邁進していきます。 楽しい一年に出来るよう、

頑張ります。

会計　馬場 貴博
次年度会計の馬場です。

本年の橋口佳周さんを御手本として、 教えを頂

きながら頑張りたいと思います。

会場監督　宮崎 正典
直前 SAA 委員長の田代さん、 現委員長の平岩

さんの運営を真似して、 有意義な委員会運営

を行いたいと思います。

理事 前田 眞澄
次年度理事を仰せつかりました。 崎元英伸会

長エレクトには悔いの無いよう会長職を全う出来

ます様支えていきたいと思います。 同じく理事メ

ンバーであります、 牛島パスト会長、 四元パス

ト会長よろしくお願いします。

理事 松田 啓伸
初めての理事ですのでわからないことも沢山あり

ますが、 自分にしか出来ない様な事が出来れ

ばと思います。 よろしくお願いします。

理事 岡 光正
皆様こんにちは。 先程、 ２０１８－２０１９年度の

理事にご承認頂きありがとうございます。

崎元英伸次年度会長の想いを現実にする為

に、 これから組織がつくられると思います。 そ

の組織の一員として、 本年の岩政会長の想いを継承しつつ、

頑張りたいと思います。 どうぞ、 宜しくお願い致します。

理事 岡田 文俊
理事を拝命した岡田です。 これから役割分担が

決まりますが、 組織を動かし、 動くために私も

頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。

理事 牛島 義亮
2018-2019 年度の理事候補に選出されました。

再来年の６月迄、 健康に気をつけて頑張ろうと

思っております。 よろしくお願いします。

理事 八重野 一洋
一年越しに廻ってくる？来年度理事を受けさせ

ていただきました。 幹事職よりは楽？ ・ ・ ・ 。

一年間頑張って参ります。 よろしくお願いしま

す。

理事 四元 清安
今年理事を数年ぶりにさせていただきます四元

です。 先週の映画例会を欠席しましたのは、

九州タクシー無線協会支部長会議が熊本で開

催されたためです。

今後のタクシー無線は第１ステージ　アナログ音声、 第２ステー

ジ　サインポスト ・ＡＶＭ　第３ステージ　ＧＰＳ・ＡＶＭ　第４ステー

ジ　デジタル化と進んできました。 いよいよ第５ステージは、Ｌｏｔ

＋ＡＩ化による完全自動化を目指す展開になるといわれていま

す。 第５世代の携帯電話を使用するようになれば、 今までの配

車システムはいらなくなり、 配車室というものがいらなくなります。

極端に申しますと、 無線機がいらなくなるということのようです。

タクシー事業そのものの存在が危機に直面するということです。

私もあと２０年くらいはこの世界で生きていかなくてはなりませんの

で皆様のご協力をお願いします。

理事 直前会長　岩政 孝
直前会長となりますが、 まずは本年度に集中し

て頑張ります。

理事 会長　崎元英伸
本日は、 役員、 理事のご承認を頂き有難うご

ざいます。

最年少の松田くんから岡田さんまでは４０歳の年

齢差があります。

この多様性が組織を活性化して行くのではないかと思っていま

す。

異なる知識や経験を持つ人が交流することで、 より良いクラブに

なる様皆様の御協力をお願いします。
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　　　　　　　　■次年度 役員・理事■

ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／１１月３０日１２：３０～
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