
第1297回　平成30年4月19日号

本日の出席率８０.４３％：会員数４８名・出席３０名・欠席８名・出席規定免除会員（９）７名・ビジター１名

前々回の修正出席率９５.６５％：出席３３名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席８名

　先週入会された筒井君は、 今日

の例会がはじめて落ち着いて体験

される例会となられますが、 PC で

ロータリーを検索して、 ロータリー

ソングがアップロードされてますの

で早くローターソングを憶えるよう

に心がけられれば幸いです。

　一般的には 4 月の新年度が始ま

りましたが、 昨年の会社決算はいかがでしたでしょうか。 昨今、

売上増や利益率アップなど努力をされている事かと思いますが

なかなか困難な時代となってきたようです。 経費は必要な物に

はしっかりと計上しなければ成長はありません。 ぜひ、ロータリー

の経費は必要経費としてしっかり人脈と交流を図り会社運営に

役立たせていきたいものです。

〒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　
　　＊なし

２．来　　信
　　■ロータリー米山記念奨学会
　　　　 ・ ハイライトよねやま 217 号発行のお知らせ

　　■佐世保南ロータリークラブ
　　　　 ・ 第４６回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会　

　　　　　組合せのご案内

　　　　　

佐世保ロータリークラブ

　　　　黒江　章雄 様

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 本日は、 国際奉仕委員会担当の卓話の時間となって

　　　　　おります。 宮崎委員長はじめ委員会の皆様、 よろしくお

　　　　　願い致します。

　　　　 ・ 来週 4 月26日は、 佐世保青年会議所理事長　内海梨    

            恵子様です。 初の女性理事長ですので、 楽しみにお

            聞きしたいと思います。

　　　　 ・５月３日 （木曜日） は、 憲法記念日の祝日ですので定

　　　　　款第８条第１節により、 休会となります。 ちなみに５月１０

　　　　　日 （木曜日） は、第２週目ですので、夜の例会となります。

　　　　　ご案内を送付いたしますので、 ご確認下さい。

　　　　 ・５月１０日は、 第８回クラブフォーラムで青少年奉仕委員

　　　　　会担当となりますので、 溝上委員長はじめ委員会の皆

　　　　　様、 よろしくお願い致します。

次年度幹事　芥川 圭一郎君
　先日の日曜日、 ４月１５日にハウステンボスで開催されました、

地区研修会 ・ 協議会へ６名で参加してきました。 内容は、 ５月

２４日の例会にてお伝えします。

本田 実君
　８ＲＣ親睦ゴルフ大会の組み合わせ表をお配りしております。

参加される方頑張って下さい。

４月　６日　古川　直記・敏子　 　ご夫妻
４月１３日　池永　隆司・智恵子　 ご夫妻
４月２０日　香月　章彦・貴子　　 ご夫妻
４月２３日　前田　眞澄・ひとみ　 ご夫妻
４月２９日　西村　浩輝・雅子　　 ご夫妻
４月２９日　山瀧　正久・秋子　　 ご夫妻
４月２９日　宮﨑　宗長・可苗　　 ご夫妻
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本日の合計　　　　     18,000 円

本年度の累計　　　  961,018 円

佐世保ロータリークラブ 黒江 章雄様
佐世保ロータリークラブの黒江 章雄です。 メークアップでお

世話になります。 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　黒江 章雄様のご来訪

誠にありがとうございます。

本日は、 国際奉仕委員会担当の卓話の時間となってお

ります。 委員会メンバーの皆様、 どうぞよろしくお願いい

たします。 また、 本日１８時３０分～新旧合同理事会があ

り、いよいよ引き継ぎの期間となりました。 あと２ヶ月ちょっ

と、 どうぞよろしくお願いいたします。

西村 浩輝君
結婚祝いの花、 まだもらっていませんが毎度楽しみにしてい

ます。 我妻が ・ ・ ・ ありがとうございます。

古川 直記君
結婚記念日が４月６日でした。 お花ありがとうございました。

山瀧 正久君
４４回目の結婚記念月です。 お花を楽しみにしています。

指山 康二君
69 歳 ・ 古希の誕生日祝い、 ありがとうございます。 ビールで

乾杯できないのが残念です。 来年７０歳の時はビールで乾

杯出来るよう頑張ります。

岡田 文俊君
先日の協議会参加できず申し訳ありませんでした。 佐世保

市の温暖化防止活動推進委員とやらに参加することになりま

した。 何をするのかわかりませんが、 お願いする事が出てく

るかもしれませんのでご挨拶します。

崎元 英伸君
地区協議会、 参加された皆様ありがとうございました。

池永 隆司君
３７回目ぐらいの結婚記念日を今年も思い出させて頂きまし

た。 ありがとうございました。

本田 実君
８ロータリー親睦ゴルフ大会に行けません。 ニコニコします。

すみません。

前田 眞澄君
４月に誕生日を迎えました前田です。 と同時に結婚記念日も

迎えた前田です。 昨年まではこの２つのお祝いニコニコを１０

００円で済ませていたのですが、 前回田中君が今、 一番ニコ

ニコをしている人の中に私の名前を出してしまったので、 し

ぶしぶダブルでします。 プレゼントありがとうございました。

香月 章彦君
誕生のお祝い、 結婚記念日のお祝い、 ありがとうございます。

気が付けば、 ５４歳、 結婚して２２年、 本当に早いものです。

腹回りと共に成長して参ります。 会長、ＬＩＮＥメッセージありが

とうございました。

松田 啓伸君
誕生日のお花とプレゼント、 ありがとうございました。 昨日で２

９歳になりました。 ２０代最後の年、 ロータリーでの活動、 私

生活共に謳歌したいと思います。

宮﨑 宗長君
振り返れば昭和５９年４月２９日が結婚記念日でした。 かれこ

れ３５年の月日が流れていました。 可愛い （？） 妻に見放さ

れないように何かプレゼントでもしないといけませんかね？こ

昭和２４年４月　１日　指山　康二 君
昭和３４年４月　７日　宮﨑　祐輔 君
昭和３５年４月１５日   前田　眞澄 君
昭和３９年４月１７日　香月　章彦 君
平成   元年４月１８日　松田　啓伸 君
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　本日は宮崎国際奉仕委員長が出張につき下請けの交流委員

長八重野が代わりにフォーラムを行いたいと思います。 レジメと

画像を元に進めていきますので宜しくお願いします。

　当クラブの国際姉妹 RC は釜山蓮山 RC で 27 周年目を迎えま

す。 これまで多くの事業、 交流を行い友好な関係を築いて参り

ました。 数年前に釜山蓮山 RC の会員数が激減する事態が起こ

りましたが丁度のその訪韓の際に周年あるいは２～３年周期の交

流にしてはどうかと合同会議が行われ２年毎に交流を行う趣旨で

合意した経緯があります。 今後、 継続なのか、 締結解消するの

かはたまた発展するのか？？？再検討の時期にきているのかも

しれません。

■佐世保 RC さんの姉妹 RC

ラホイヤ RC （サンディエゴ ・ 米国） 週年毎の相互訪問

台湾 RC （台湾） 周年毎の相互訪問

会員数が多く、 予算が取れるので交流は比較的楽。 

■佐世保南 RC さんの姉妹 RC

コフスハーバー RC （コフスハーバー ・ 豪州）

周年毎の交流 ・ 会員間の交流よりは、 留学生について聖和女

子学院、 日豪協会絡み

台中 RC （台湾）

毎年、 相互訪問している、 友好な関係

毎年、 ３～４０名で訪問、 交流が負担に思えない。

 ■佐世保北 RC さんの姉妹 RC

仁川松島 RC （韓国）

メンバー間で頻繁に交流。 週年毎の交流。

オールドミッション RC （サンディエゴ ・ 米国）

昔は交流が密であったが、 現在は殆ど交流無し。

毎年、 会員が世界大会に参加。 意識が高い。

 　最初の画像は２年前の釜山蓮山 RC 創立記念式典前の合同

夕会議の風景です、 ここで２年毎の交流にしましょうと決議した

のです。 そして会員数が減ったので変更になったのかとても狭

い部屋で式典が行われて窮屈な思いがありました。 二次会も設

定されておらず我々自力で移動し行いました。 吉野英樹君、 田

中啓輔君、 松田啓進君より感想と今後の思い、 芥川圭一郎君

より釜山蓮山 RC と姉妹クラブ締結経緯について質問があり古川

直記君より当時の詳しい内容の説明がありました。 新入会員筒

井琢磨君へは逆に佐世保青年会議所と東釜山青年会議所との

現在の交流につてお尋ねをさせて頂きました。 レジメの画像は

　国際交流委員会
　八重野 一洋委員長

【姉妹クラブについて】
　

■第７回クラブフォーラム■

宮崎正典委員長が２年前に佐世保 RC さんの米国サンディエゴ

のラホイヤ RC 創立７０周年記念式典にオブザーバー参加した時

のものです。 参考にされて下さい。

　英語圏と RC との姉妹締結の場合や近場の諸国の RC への訪

問も有効ではないか、 今までのように気ままな海外 RC を訪問す

るのも良い考えだと思います。 周年をきっかけに英語圏の姉妹

RC 締結を行うもの良いかと思われます。

　結論、 佐世保中央 RC 創立３０周年がターニングポイントとして

考えて行ければと思います。

　最後に国際奉仕委員会では６月１０～１３日の行程でスリラン

カ・コロンボにあるコロンボ RC へメイキャップを予定しております、

これより会員皆さんへ FAX にてご案内申し上げますのでスリラン

カ ・ コロンボ夢のツアーへどうぞご参加下さい。

■その他、会員からの意見
・ 釜山蓮山ＲＣ以外とも、 姉妹締結を考えても良いのではないか

・ 姉妹ＲＣについては、 せっかく繋がった関係なのでそのままに

　して、 新たな姉妹ＲＣを見つけるというのは良いと思います。

・ＪＣでも東釜山ＪＣとの姉妹締結は昔と変わらず続いているが、　

　今後どうしていくのかを考えていく時期にきているかなと感じた。

ＳＡＡ：牛島義亮君

次回例会／４月２６日１２：３０～
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