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本日の出席率８９.１０％：会員数４７名・出席３３名・欠席５名・出席規定免除会員（９）８名・ビジター１名

前々回の修正出席率８８.８８％：出席３１名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席７名

　先週は特別休会でしたが、 私の

不手際で皆様に休会の連絡をせ

ずに申し訳ありませんでした。 わ

ざわざ例会場に足を運ばれた方に

は心よりお詫び申し上げます。

　先週の北クラブとのゴルフ対抗

戦には２０名近くの方々に参加して

頂き楽しい時間を過ごさせて頂き

ましたが、 今回もぎりぎりで勝利する事が出来ました。 中央会の

大久保会長 ・ 本田幹事にはご苦労をお掛けした事ここに感謝い

たします。

　本年度も後２か月半となりましたが、 気を緩めず当初計画が達

成してない事項を把握して、 今からでも挑戦してまいります。 最

後までご協力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・休会　
　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　変更　日時　４月２４日 （火） １２：３０～

　　　　　　　　場所　高齢者向け住宅　夢の里

　　　　　　　　　　　　　　※社会福祉事業のため

　　＊佐世保東南ロータリークラブ

　　　　変更　日時　４月１１日 （水） １８：００～

　　　　　　　　場所　鉄板焼き 「シン」　　※夜の例会のため

　　　　休会　日時　４月２５日 （水）

佐世保西ロータリークラブ

　　　　酒井　英士様

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　　 ・ ４月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝104 円

　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 母子の健康月間リソースのご案内、 出版物一覧　　　　

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　　①2017-2018 年度 ガバナー月信 Vol.10

　　　　　　　②ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ（2018 年 4 月号）

　　■ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　 ・ 第８回市内８ロータリークラブ会長 ・ 幹事会のご案内

      　　　　　日時　２０１８年５月１５日( 火 )　１８：３０～

     　　　　　 場所　ホテルヨーロッパ　吉翠亭

　　■ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　 ・ＲＹＬＡ開催のお知らせ

      　　　　　日時　５月２６日 （土） ～２７日 （日） 【１泊２日】

     　　　　　 場所　多久町公民館・東原庠舎 （とうげんしょうしゃ）

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 本日は、 第７回クラブ協議会となっております。

　　　　　SAA・式典・親睦の委員会の皆さん、 お願い致します。

　　　　・４月２２日市内８ロータリーゴルフコンペとなっております。

　　　　　ご参加の皆さん、 頑張って下さい

　　　　 ・ 次年度の組織表をセルフＢＯＸにいれております。

　　　　　配属委員会、 ご確認ください。

2018－19 年度　米山奨学記念地区委員　本田 実君
2018 年度、 米山奨学生カウンセラー ・ オリエンテーションに４

月１日 （日） 東彼杵町総合会館に行って来ました。 来年度

は１６名の米山奨学生がいます。 中国人９名、 韓国人３名、

ベトナム、 バングラディッシュ、 ネパール、 トルコ１名となって

おります。



第1295回　平成30年4月5日号　P2 .

本日の合計　　　　     17,000 円

本年度の累計　　　  903,018 円

　出席状況とニコニコボックスの中間報告をさせていただきます。

まず、 出席状況ですが、 今年度４６回の例会開催のうち今日が

３６回目となっております。 残りの例会もあと１０回となっておりま

す。 次回の会長幹事交代式で表彰対象となる、 現時点で全て

出席されている方は、 ３名いらっしゃいます。 （山口、 岡、 崎元

会長ｴﾚｸﾄ） 残り１０回を欠席がないようがんばってください。

　続きまして、 ニコニコボックスですが今年度の目標金額８０万円

に対し、 すでに９０万円ほどになっております。 昨年は１００万円

を超えたとのことですので、 あと残り１０回の例会で１００万以上を

目標に行きたいと思います。

　誰がいくらニコニコしたかの集計はおこなっていないのですが、

個人的な見解として、 前田さんか本田さん馬場さん辺りがニコニ

コの回数は一番多いのではないかと感じております。 この方々

の共通点として、 次期会長の座を狙ってる方ばかりですので、

会長を目指す方はどんどんニコニコをお願いいたします。

式典例会・出席
          田中 啓輔 委員長　

■例会について■佐世保西ロータリークラブ 酒井 英士様
西クラブの酒井です。 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
本日は、 佐世保西ロータリークラブ　酒井 英士様のご来

訪誠にありがとうございます。 桜の花吹雪がとてもきれい

な季節となりました。 本日は第７回クラブ協議会となって

おります。ＳＡＡ・ 式典 ・ 親睦の委員会の皆様、 どうぞよ

ろしくお願いいたします。 また、 次年度 2018-19 年度の

組織も決まりそろそろバトンタッチが見えて来ました。

岩政 孝君
（株） 大興社長 井上 亮様、 永年、 炭酸ガスを納入して頂き

ましてありがとうございました。 本日現在、 「大興には机もな

い !!」 とぼやいておられましたが、 それが現実です。 「力武

金物」 で一世を風靡してください。 お疲れ様でした。

橋口 佳周君
３月７日に６８歳になりました。 誕生日プレゼントありがとうござ

います。 同級生なのに指山君は６９歳になったはずです。 ３

月８日に南島原深江町にタイヤの小売ＦＣショップの長崎県２

号店をオープンしました。片道２.５時間かけてちょこちょこ行っ

てます。

井上 亮君
私、 ３月３１日をもって （株） 大興社長を退任し合わせて退

職いたしました。 ４月１日より （有） 力武金物店社長としてロー

タリー活動に励みます。 今後ともよろしくお願いいたします。

誕生日のお祝いありがとうございました。 ６６歳になり年金をフ

ルにもらうことになりました。

中央会会長 大久保 厚司君
先日の佐世保北クラブとの対抗ゴルフでは、 本物のシングル

古川さん、 牛島さん、 井手さんの活躍は勿論、 全くの予想

外のメンバー、 崎山さん、 池永さん、 宮﨑さん、 岩政会長

の頑張りがありました。 まさかの勝利で 「勝鬨」 をあげること

ができました。 中央会の検討に感謝します。

崎山 信幸君
中央会優勝しました。 たくさんのハンディとパートナーの吉野

君の力です。 ありがとうございました。

芥川 圭一郎君
おかげさまで、 息子翔一郎が大学へ入学し、 東京での新生

活が始まりました。

【第７回クラブ協議会】
　

　ニコニコボックスの由来について

日本においてニコニコボックスの慣例ができたのが、 昭和１０年

のことでした。 関東大震災の被災孤児たちを東京ロータリークラ

ブの人達が東京ロータリーホームという孤児院で世話をしていま

したが、 その子ども達を当時オープンした多摩川園という遊園地

に連れて行くための資金集めのため、 段ボール箱を持って、 面

白おかしく話をしながら例会場を回ってお金を集めたのが最初と

言われています。

　また、 親睦委員会の活動分野は大別して、 ４つに分けられま

す。 １、会員相互　２、来訪者　３、他クラブ　４、家族　であります。

特に、 来訪者については、 クラブ来訪者が良い印象を持つよう

な接待をすることが大切です。 来訪者には心からの友情を示し

ましょう。

　また、 家族についてはロータリーを理解させ、 家族をロータリー

のファンにすることがロータリー活動に大切です。

親睦例会活動委員会
               崎山 信幸 君　
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ＳＡＡ：宮﨑 宗長君

次回例会／４月１２日１８：３０～

　ＳＡＡはとんでもなく偉いんです。 例会場においては、 神様み

たいな存在です。 今回は、 皆様方にしっかり認識して頂きたい

と思います。 たとえば、 審議機関としての権限しか持っていない

理事会メンバーを超越した、 例会場における最高の権限を持つ

役職です。 必要があれば、ＳＡＡの判断で理事会に出席して発

言をすることができます。

具体的な職務内容

・例会場への入場、 退場許可。 例会場の開門、 閉門。

・早退、 遅刻の承認や拒否

・私語に対する警告。

・例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退場命令

・食事の手配、 業者の選定等食事の手配

・ニコニコボックスの管理とその募金状況の報告など

以上のように、ＳＡＡの役割は大変な権限の中、 重要な役割を

与えられています。 残された約３か月、 このことをしっかり理解を

し、 平岩ＳＡＡのもと 「この赤いタスキが目に入らぬか」 の精神

で頑張ってまいります。 ご協力よろしくお願いいたします。

副ＳＡＡ   崎山 信幸 君　
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