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本日の出席率８３.７２％：会員数４６名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター３名

前々回の修正出席率９０.６９％：出席３４名・メークアップ１名・出席規定免除会員出席４名

　１１月１８日に佐賀市で開催された

地区大会に当クラブから２０名で参

加してきました。 本日の卓話の時

間は 「地区大会報告」 となってお

りますので、 それぞれに感想を発

表して頂きたいと思います。

　私は、 このような催事に参加した

時いつも感じるのは、 参加者側が

「有意義だった」 「楽しかった」 と思って頂く企画構成になってい

るのかを考えてしまいます。 通常、 式典から始まって基調講演・

懇親会と言う一連の流れになるのですが、 その中に開催側の特

徴 ・ 色をどう出して行くかがポイントだと思います。

　これまでに我クラブも創立記念祝賀会に始まり周年事業 ・ IM ・

RYLA など数多くの催事 ・ 大会を実行してきました。 近年では

我クラブは２年前に２５周年記念事業の式典 ・ 祝賀会をしたのが

記憶に新しい事業です。 溝上 純一郎会長 ・ 福田 英彦実行委

員長 ・ 牛島 義亮副実行委員長の指揮の下に若い会員に意見

を求められ企画を任せて頂いた結果、 会員の大きな力で参加

者の皆様に喜んで頂く事が出来たのだと思います。

　先日、 市内８クラブ会長幹事会で各クラブの情報交換をした

際、 ３年間中断していた第５ ・ ６グループ開催 IM を佐世保西

RC が主管すると報告がありました。 また、 佐世保南 RC は１月

に６０周年記念式典 ・ 佐世保北 RC は３月に来年の会長研修会

（PETS） を担当・ ガバナーエレクト輩出クラブの佐世保 RC は５

月に地区研修会開催 ・ 佐世保東南 RC は初めてのガバナー補

佐を輩出など、 今年来年に向けて沢山のエネルギーを要する

活動を各クラブ行われます。

　ロータリーに限らず何事も、 皆で力を合わせて一つの事に一

生懸命になった結果、 新しい友情や団結が生まれその結果、

その組織が繁栄して行くのだと感じます。 私も、 過去沢山の人

にお世話になったお返しに、 出来る限り協力を惜しまない様に

しなければならないと反省と共に感じています。
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１．例会変更　
　　＊佐世保東ロータリークラブ
　　　　 ・日時　12 月22日 （金） 18 時 30 分～

　　　　　場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス　　

　　　　　　　　　　　　　　※クリスマス家族例会のため

　　＊佐世保西ロータリークラブ
　　　　 ・日時　12 月26日 （火） 19 時 00 分～

　　　　　場所　ホテルローレライ　　※家族忘年会のため

　　＊佐世保東南ロータリークラブ
　　　　 ・日時　12 月6日 （水） 18 時 30 分～

　　　　　場所　しぐれ茶屋　　　　　※忘年会例会のため

　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　 ・日時　12 月5日 （火） 12 時 30 分～

　　　　　場所　ハウステンボス 「トロティネ」　※会場使用不可のため

　　　　 ・日時　12 月10日 （日） 18 時 30 分～

　　　　　場所　ハウステンボス　レストラン船 「デ ・ ハール」　

　　　　　　　　　　　　　　※クリスマス家族例会のため

　　例会休会
　　＊佐世保南ロータリークラブ
　　　　 ・日にち　12 月29日 （金）　※定款第 8 条第 1 節により

　　＊佐世保東ロータリークラブ
　　　　 ・日にち　12 月28日 （木）　※定款第 8 条第 1 節により

　　＊佐世保東南ロータリークラブ
　　　　 ・日にち　12 月27日 （水）　※定款第 8 条第 1 節により

　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　 ・日にち　12 月26日 （火）　※定款第 8 条第 1 節により

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・２０１７年１２月のレートのお知らせ　

　　　　　　　　　１ドル＝１１２円　　　( 参考 )１１月: １１４円

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

　　　　　①2017 年世界ポリオデー成功の御礼

　　　　　②2017-2018 年度 地区大会速報　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　③地区大会  指導者育成セミナー資料

　　　　　④2017-2018 年度 職業奉仕セミナー 講演資料

佐世保ロータリークラブ　　 　木下　貴夫 様

佐世保北ロータリークラブ　　中川　信次 様　小西　研一様

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 



本日の合計　　　　    15,000 円

本年度の累計　　　 523,000 円

佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様
本日はお世話になります。

佐世保北ロータリークラブ　小西 研一様
７月に北ロータリークラブに入って以来、 初のメークアッ

プを佐世保中央ロータリークラブでさせて頂きます。 とて

も楽しそうなご活動の様子を facebook で拝見しました。

また、 佐世保―島原ウォークラリーでは岡様に大変お世

話になりました。 本日はよろしくお願いします。

佐世保北ロータリークラブ　中川 信次様
佐世保北ロータリークラブから参りました、 中川です。 佐

世保中央ロータリークラブ様には、 初めておじゃましまし

た。 今日はどうぞよろしくお願いいたします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は佐世保ロータリークラブ　木下 貴夫様、 佐世保北

ロータリークラブ　小西 研一様、 中川 信次、 ご来訪誠

にありがとうございます。 先日は地区大会に２０名以上の

参加を頂きありがとうございます。 本日は第４回クラブ協

議会で、 地区大会の参加者の皆様に報告していただき

ます。 よろしくお願いいたします。
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岩政 孝君　
１１月１１日ポッキーの日６１歳になりました。 ありがとうござ

いました。

橋口 佳周君　
先日の中央会で実力で準優勝致しました。 これで HDCP

３６が３３になり、 ２度と入賞の目がなくなりました。 人生初

の準優勝に感激してニコニコします。 　代筆 井上です。

池永 隆司君　
先日、 １１月１８日地区大会では、 お世話になりました。

美味しいうなぎをご馳走になりありがとうございました。 本

日は、 体調不良の為に欠席致します。 報告出来ずに申

し訳ございません。

香月 章彦君　
本日は９月決算法人の申告期限です。 先日、 皆さま宛に

事務所主催のセミナー案内を送付させて頂きました。 申し訳

ございません。 中小企業の決算にあたり、 金融機関に信頼

される決算書について話させていただきます。 一部を新人ス

タッフがお話しますが、 ナマ温かい目で見守って頂ければ幸

いです。 ご来場お待ち申し上げます。

岡 光正君　
佐世保商工会議所のサービス部でご一緒させていただい

ております、 西部ガスの木下様、 九州電力の中川様、

そして、 佐世保ー島原ウルトラウォークラリーにご参加頂

いております小西様のご来訪を心より歓迎いたします。

田添 直記君　吉野 英樹君
本日、 午後７時より第１回新入会員だけによる、 懇親会

を開催いたします。 ご協力よろしくお願いいたします。

宮﨑 宗長君　
映画上映会の時には歓迎会を、 年次総会時には温かい

ニコニコ BOX いただきましてありがとうございました。 今

後も皆様と楽しくさせていただければと思っています。 よ

ろしくお願いいたします。

大会１日目　11月17日（金）　ホテルニューオータニ佐賀

　　　地区大会指導者育成セミナー /RI 会長代理歓迎晩餐会

大会２日目　11月18日（土）　佐賀文化会館

　　　本会議 / 記念講演会 / 懇親会 （会場 ： マリトピア）

　　■2017-2018 年度　地区大会事務局
　　　　 ・ 地区大会のお礼

　　■佐世保南ロータリークラブより　会長幹事宛
　　　　 ・ 創立 60 周年記念式典 ・ 祝賀会のご案内

　　　　　　日時 ：平成 30 年 1 月13日 （土）

　　　　　　　　　　記念式典 ：17 時～、 祝賀会：18 時～

　　　　　　場所 ：ホテルオークラ　JR ハウステンボス 「鳳」

３．依頼・伝達
　　　　 ・１２月１４日は通常通り夜例会。

　　　　 ・ 第３週目１２月２１日を２３日 （土） に忘年家族例会とし、　

　　　　　ホテル＆スパ花みずきで開催致します。 家族皆さんで

　　　　　ふるってご参加をお願い致します。

　　　　 ・ いよいよ年末年始になり定款第８条第１節により

　　　　　１２月２８日、 １月４日は休会です。

　　　　 ・１１月２２日に市内 8RC 会長 ・ 幹事会が行われました。

　　　　 ・ 佐世保北クラブさんが、 1 月15日( 月) よりセントラルホ

　　　　　テルを例会場にされています。 第 2 月曜が夜例会で、　

　　　　　メークアップ料は変更なしです。

　　　　 ・ 市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会は、 ４月２２日(日) に開催予

　　　　　定です。

　　　　 ・ またＩＭを第５グループ ・ 第６グループ合同で４月か５月

　　　　　に開催予定です。

地区大会報告
◆第４回クラブ協議会◆



田添 直記君
２回目の地区大会でした。 大変おいしいうなぎでした。 ありがとう

ございました。 印象的だったのはソングリーダーでした。 次はぜ

ひ吉野君お願いします。

吉野 英樹君
　入会１年を経ずして、 生涯２度目の地区大会に参加させてい

ただきました。 このペースだと、 毎年参加してしまうのではない

かと戦慄を覚えたところです。 前回さながら、 貸し切りマイクロバ

スの中では、 会員全員が懇親を深めるために和気あいあいと語

りあい、 会長のご厚意により、 おいしい昼食までごちそうになり

ました。

　地区大会の報告ということですが、 式典自体は粛々と滞りなく

進行し、 多少の誤差も感じさせない開催地のスキルの高さを実

感しました。 また、 大会に参加することにより我々が何を目指し

てどのような活動を行っているのかが少しは理解できたのかと思

います。 記念講演も時流に沿った内容であり、 考えさせられる

部分も多々ありました。 真剣に聞いて本気で考えると髪型も変

わってしまうことを会長の後ろ姿で教えていただいたのもこの時で

した。 ソングリーダーにジェラシーを覚えながら、 佐賀市文化会

館でのプログラムは終了し、 懇親会会場へと場所を移しました。

　一つのホールに一堂に会するためとは言え、 自分も含め、 そ

れほど若くはない会員の集まりで立食の上にオープニングにか

なりの時間を割くことが、 正解なのか。 そして、 その場で調理

するメニューがすぐに品切れになることが正解なのか。 様々な疑

問は残りましたが、 その場で知人が同じロータリアンであることに

気づいたり、 ほかのクラブと接することで佐世保中央ロータリーク

ラブのメンバーの団結を一層高めることができたのではないかと

感じています。

　次回の佐世保はもちろん、 今後もできる限り参加できればと

思っています。

芥川 圭一郎君
今年が初めて最初から最後まで参加出来た地区大会でした。

初年度は参加出来てませんが、 平戸であったかと思います。 そ

の後、 諫早、 唐津、 長崎、 でした。 来年は、 佐世保です。

岡田 文俊 君
会長が見せる運営の在り方、 佐賀や長崎の事例から RI 会長代

理酒井先生、 せっかくの会場とのやり取りが不調だったと思いま

す。 地区の内実と RI の求める理想形にギャップがあるために生

じているのではないか心配です。

基調講演、 桜井よし子氏の話はプロとして明治維新１５０年の際

の薩長土肥の活躍から説き起し、 一度に参加者の心を掴まれた

のは見事でした。 山口知事も同様で V ・ファーレン長崎を導入

に持ってこられるなど若い政治家であったと感じました。

宮崎 正典君
美味しいうなぎをありがとうございました。 料理についても主催者

側はもう少し質を考えてほしい。

馬場 貴博君
基調講演、 桜井女史の話がまるで日本会議の本を見ている様

でした。 すこし過激な話でしたが、 楽しく聞く事が出来ました。

八重野 一洋君
地区大会といえば、昼食は「うなぎ」が定番でしたが、今回「浜勝」

ということで何度か会長にお願いしたところ、 見事 「うなぎ」 にな

り大満足です。 式典もさることながら、 親睦の場、 懇親会の終

わり 「手に手つないで」 の際に大勢の会員が退室したのはとて

も残念に思いました。 開催する側の気持ちを汲む事が大切だと

思いました。

南部 建君
今回久しぶりに地区大会に参加しました。 今までは、 参加して

も最後までいる事はなかったので、大変勉強になりました。私は、

今回色々と会長の大変さを見て、 少し不安になりました。 来年

は佐世保での開催なので、 崎元次年度会長がうらやましいなぁ

と思いました。 桜井さんの講演は良かったです。

崎元 英伸君
４月の長崎での地区大会、 今回、 佐賀と懇親会までの参加。

講演会で、 韓国、 文大統領を 「左巻きの大統領」 との桜井よ

し子氏の発言。 この手のリップサービスはやっぱり受ける。
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【米山記念奨学金　寄付額１千万円達成により表彰】

ＳＡＡ：鶴田明敏君

次回例会／１２月７日１２：３０～
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