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本日の出席率７７.２７％：会員数４８名・出席２８名・欠席９名・出席規定免除会員（９）５名・ビジター３名

前々回の修正出席率９０.６９％：出席３０名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席４名

 本日は、佐世保南 RC がホストファ

ミリーのＲＩ青少年交換学生モー

リーさんがお見えになっておりま

す。 この後１０分ほど発表をお願

いしたいと思っております。

さて先日RI から人頭分担金値上

げの件でメールが届きました。 昨

年は２６米ドル、 本年は３０米ドル、

来年は３４米ドル、 翌来年は３８米ドルと各年４米ドルづつ値上

げになります。 当クラブも決算の時期を迎えますが、 現状皆様

からお預かりしている年会費で何とかクラブ全経費を賄っている

状況で、 善意によるニコニコ BOX の金額分が余剰金になる形

になっています。 今年のクラブビジョン委員会の報告に有りまし

たように、 「本会計は年会費で賄う」 あるべき姿に近づこうとして

いますので、 次年度以降もう少しの会員拡大を実行して余裕あ

るクラブ運営を目指して下さい。

　事務局は６月末決算に入りますので皆様のご協力をお願いい

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

佐世保南ロータリークラブ

　　　　北村 孝輔 様　　　　松尾 誠史 様

１．来信
　　■ロータリー米山記念奨学会

　　　　 ・ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま ２１９号発行のご案内 2

　　　■ガバナー会事務局

　　　　 ・ 記念ピンバッジのデザイン募集締め切り延長のご案内

地区交換留学生　
モーリー・Ｅ・アーネストさん
　私の学校では留学生の特別授業があ

ります。

　毎週月曜日に書道があります。 力が

入って筆がつぶれてしまいます。 一時

間に４０枚書いて練習します。 私の一番

好きな漢字は花曇りです。

　毎週月曜日と木曜日に日舞があります。 一番難しいことは、

日舞の姿勢を正しくすることです。 立ち姿をきれいにするため

に、腰を引き締めて、腕を動かす時も、肩甲骨から動かします。

最初、先生から、姿勢が悪く猫背だと言われました。 最初に 「さ

くらさくら」 を踊りました。 観客が１０００人くらいいたので、 とて

も緊張しました。 初めて振袖を着ました。 とてもきれいだったけ

ど、 お腹がきつかったです。 佐世保くんちでも踊りました。 一

か月前から練習をしました。 当日は朝五時から夕方の五時まで

踊りました。 とても疲れました。 お祭りが好きなので、 佐世保く

んちで踊ることが出来て嬉しかったです。

　月に二回、 華道をしています。 長い花や短い花をバランス

良く生けるのが難しいです。 私の好きな花は、ユリとバラとスイー

トピーです。

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 2018-19 年度地区行事予定表の送付

　　　■佐世保東南ロータリークラブ

　　　　 ・ 佐世保市長表敬訪問のご案内

　　　　　　　　日時　７月３日 （火） １５：００

２．依頼・伝達
　　　 ・ 本日南ＲＣの青少年奉仕委員長　北村孝輔さんと松尾誠

　　　　史さんの引率で交換留学生モーリー ・ アーネストさんに御

　　　　来訪いただいております。

　　　 ・ 本日第 9 回クラブ協議会で、 各委員長に年間報告をし　

　　　　て頂きます。 　

　　　・来週は、 岩政 孝会長と幹事 川島 千鶴で一年を振り返っ

　　　　てというテーマでお話しさせて頂きます。 どうぞよろしくお

　　　　願い致します。
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本日の合計　　　　     7,000 円

本年度の累計　　　  1,073,018 円

佐世保南ロータリークラブ 北村 孝輔 様・松尾 誠史 様
佐世保南RCの北村孝輔と松尾誠史です。 本日は、 地区交

換留学生のモーリー・Ｅ・アーネストさんを連れてきました。

留学生の特別授業についての卓話をしてもらいます。 よろし

くお願いします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は佐世保南 RC の北村孝輔様、 松尾誠史様、 地区交

換留学生のモーリー・Ｅ・アーネスト様、 ご来訪誠にありが

とうございます。 本日は、 聖和女子学院高等学校に通う

モーリー ・Ｅ・ アーネストさんが卓話をして下さいます。 ま

た一年間を振り返って各委員長に事業報告をして頂きま

す。 どうぞよろしくお願いいたします。

山瀧 正久君
佐世保南ＲＣ、 北村孝輔さんのご来訪を歓迎いたします。

芥川 圭一郎君
５月３１日、 ６月７日と欠席で、 ３週間ぶりに例会参加です。

芥川、 ちゃんと生きてます。

　毎週金曜日に、 茶道があります。 完璧に作法をするのは、

ほとんど不可能です。 全部覚えていないので、 たくさん練習し

ないといけません。 和三盆のお菓子は形がいろいろあってきれ

いなので、 大好きです。

　ハウステンボスの茶会も行きました。 茶会には、 たくさんの学

校が集まりました。 冷たい抹茶や和菓子をたくさんいただきまし

た。 ミッフィーの和菓子が一番好きでした。 バラの庭がとてもき

れいでした。

　桜の聖母幼稚園には毎週水曜日に三時間行きます。 園児と

一緒に遊んだり、 お弁当を食べたりします。 おにごっこ、 じゃ

んけん、本を読んだり、新聞で剣を作ったりして遊びます。 時々

一時間ずっと走ったり、 鬼ごっこをしたりします。 とても疲れま

すが楽しいです。

【第９回クラブ協議会】

崎山 信幸 副ＳＡＡ　
①ローテーションを組んでの例会の司会の実施

②例会でのＢＧＭの実施

③会長幹事交代式など、 各行事での司会の実施

委員会のメンバーの協力を得て、 １年間　多々失敗がありました

が、 楽しく上記の内容を実施させて頂きました。 新入会員の宮

崎宗長君も途中でＳＡＡ委員会に配属して頂き、 大変戦力にな

り、 助けて頂きありがとうございました。 ただ委員会がなかなか

出来なかったことが残念です。

指山 康二クラブ奉仕管理運営委員長
　今年度、岩政会長のＣＬＰ（クラブリーダーシッププラン）による、

新たなる組織改革の元 「クラブ奉仕管理運営委員会」 と名称が

変わり、 新たに 「クラブビジョン委員会」 と従来の 「親睦活動委

員会」 のハードな負担軽減の為 「親睦例会活動委員会」 と 「式

典例会・出席委員会」 の２委員会に分けた組織改革が成功し、

山口委員長・田中委員長の若い力と企画力で、 活発で楽しい

例会や式典、 会員や家族の皆様が楽しんで頂いた。 楽しい親

睦活動に感謝致します。

「クラブビジョン委員会」 も池永委員長の熱意と情熱で 「佐世保

中央ロータリークラブが３０周年に向けて如何にあるべきか」 議

論を重ねてまいりました。

又数年ぶりに 「新入会員セミナー」 を開催し将来に向けて活発

な１年でした。 各委員会と会員の皆様に感謝致します。

池永 隆司クラブビジョン委員長
　年間プログラムは会長・幹事と共に作成しました。

ロータリー情報として、 ほぼ毎月担当を決め、 例会にて発表し

ました。

それと年当初に計画しておりました会員セミナーは、 昨年度入

会の５名の方と、 その前に入会されセミナーを受けていなかった

２名の方を対象に、 入会３年未満会員研修セミナーとして、 平

成２９年１１月２日に実施しましたが、 新入会員が入会しない年

があったとしても、 年に１度は入会が浅い会員の方を対象に実

施したほうが良いのではないでしょうか。

クラブビジョン （クラブの未来像） については、 全員出席の委員

会を５回、数名参加のミニ委員会を４回行い検討してきましたが、

各年度が単年度制でもある為、 それぞれの会長・理事役員の

方に計画・想いがありますので、 明文化するのはむずかしい。

ただ将来に向け、 活発で楽しいクラブだけではなく、 より良いク

ラブとして向上していくためには、 幾つのも課題があると思いま

す。 次年度もこの委員会が残りますので引き継ぎをして検討し

て頂きたいと思います。

山口 裕之親睦例会活動委員長
　本年度の親睦例会活動委員会は、 活動の基本である会員相

互の親睦及び会員家族の交流を更に深める事業となるように努

めてまいりました。 昨年８月３日の潮騒の宿はな一での 「納涼家

　　　　　 委員会活動報告
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族例会」 に始まり、 １２月２３日 （祝） のホテル＆スパ花みずきで

の 「忘年家族例会」、 ２月８日の 「延寿会」 を会員皆様のご協

力により、心に残る素晴らしい事業とする事が出来ました。 また、

通常例会におきましても、 式典例会 ・出席委員会と共に楽しい

例会運営をする事が出来たと思っております。

　皆様のご協力によりニコニコボックスも昨年に引き続き３桁を達

成することが出来ました。 本当にありがとうございました。

田中 啓輔式典例会・出席委員長
　本年度の式典例会出席委員会では、 会員及びご家族、 来賓

の方々が心に残る式典を目指し、 参加して良かったと思える内

容にすることを目標に活動を行ないました。

　昨年６月２７日の会長副会長幹事交代式では当クラブの名誉

会員である朝長則男佐世保市長夫妻にも参加を頂きました。

　１０月１２日の創立２７周年記念式典では蓮山ロータリークラブの

方々にもご参加頂き、 また釡山蓮山ロータリークラブの会長の日

本語スピーチも印象的でした。 コスモスの方々にはコーラスもご

披露頂き、 盛大に開催することができました。 席次で、 ずいぶ

ん悩みました。 お客様をお招きして開催するため、 当クラブの

名に恥じないよう大変気を使いましたが、 委員会メンバー並び

に会員の皆様の協力の下、 一年間無事に勤め上げることができ

たことに感謝申し上げます。

本田 実公共イメージ・会報委員長
　　一年間を通して、 カメラとビデオを使い例会、 訪問者、 卓話

者及び卓話内容を委員会メンバーと共に撮影を行ってきました

例会での会長あいさつ、 委員会報告などは例会が終わるまで

に文章として提出してもらい、 卓話者には当日又は後日に文章

として頂くよう努力してきました。 クラブ週報は事務局員にお任

せきりでしたが、 会員、 委員会メンバーの協力もあり早い週報

の発行が出来たとおもいます。

馬場 貴博会員増強委員長
　本年度は５名の純増目標を会長より頂いておりましたが、 結果

３名となりました。 委員会は多くの皆さまにオブザーバー参加を

頂き、 委員会の趣旨である会全員で取り組む会員増強ができた

と思っております。 しかしながら増強の現状は厳しく、 今後は掘

り起こしの作業を全く違う観点から進めることも必要かと思いま

す。 現状の JC ・ YEG 頼みには少し限界が見えてきたのかもし

れません。 他方、 入会の勧誘の在り方や十分にリサーチをし、

ロータリーに魅力を感じていただくための面談などまだ改善が必

要であるように思えます。

　本年度は委員会に、 また面接に多くの委員の皆さま・オブザー

バーの皆さまに参加頂き本当に感謝申し上げます。 残念ながら

委員長の役不足が原因でありましたが、 最後まであきらめずに

年度末まで頑張ります。

野村 和義職業奉仕委員長
２０１７年１１月９日 （木） １８：３０より　社員招待映画例会開催

　　　上映映画　　猿の惑星　聖戦記 （グレートウォー）

　　　場所　　シネマボックス太陽　５階

２０１８年１月２５日 （木） １２：３０より認知症サポーター例会開催

　　　職場訪問例会を変更し認知症サポーター養成講座を開催

　　　場所　　セントラルホテル （例会場）

２０１８年４月１２日 （木） １８：３０より福田英彦先生の

　　　健康講座開催

　　　第６回クラブフォーラムを変更しての健康講座

　　　場所　　セントラルホテル （例会場）

1 年を通して事業を行う委員会でしたが、 プログラムにある職場

訪問例会を行うことが出来ず非常に残念でした。 企画立案まで

は出来てもスケジュールの都合で実行できずこの事が心残りとな

りました。 委員会は少人数ではありましたが一人一人が具体的

に行動を起こし、 すばらしい特に認知症サポーター養成講座に

おいては沢山の会員に参加して頂きました。 どんないい企画で

も参加者が少なかったら何もならない事業でしたので本当に皆

様方に感謝いたしております。 職業奉仕を通して社会奉仕に貢

献する一年、 少しでも皆様方に伝える事が出来たのであれば幸

いです。

南部 建奉仕プロジェクト委員長
　２０１７年１２月１７日に島瀬公園イベントステージにおいて、 長

崎県立特別支援学校の生徒さんの和太鼓、 ダンスの発表会を

開催しました。 この事業は地区補助金を活用して、太鼓の台座、

イーゼル、 扇子を寄贈しました。 このイベントは佐世保北高校

ブラスバンド、 西海黒潮太鼓、 掛屋剛志君 （支援学校 OB）、

祇園みどりの少年団、 相浦陸上自衛隊の皆様の応援をいただ

いて、 大変盛り上がりました。 開催にあたり、 演奏を披露する前

に支援学校の子ども達、 祇園みどりの少年団の子ども達が自衛

隊の皆様、 西海町の皆様の御手伝いを頂き、 もちつき体験をし

ました。 子ども達も大変喜んでいました。 佐世保中央 RC の皆

様にも多数参加をしていただき、ありがとうございました。当日は、

気温が低くて寒い日でしたが、 参加して頂いた皆様には大変感

謝申し上げます。 尚、 開催時期について気温が低く楽器や出

演者の体調を考慮し検討が必要ではないかと思います。

　そして、 ５月２６日～２７日に開催されました、 ライラは、 当クラ

ブから青少年の参加者がいなかった為、 参加しませんでした。

来年は、 参加出来る様に早い時期から予定を組んで進める様

にした方が良いと思います。 今回それが出来なかった事が反省

です。

溝上 純一郎青少年奉仕委員長
　今年度、 青少年奉仕委員会はＣＬＰ（クラブ　リーダーシップ　

プラン） により組織変更され社会奉仕委員会と奉仕プロジェクト

委員会に属することになりました。 従って委員会事業も従来から

行っている社会奉仕委員会との共同事業である長崎県立佐世

保特別支援学校への教材の寄贈、 クラブ活動の太鼓、 ダンス

発表会を行いました。

 当日、 天候が心配されましたが盛大に開催されました。 西海市

の黒潮太鼓。 北高吹奏楽部、 掛屋剛志君、 クラブメンバーの

皆様の協力のもと有難うございました。

　５月１０日　クラブフォーラムでは長崎県立佐世保特別支援学

校の高等部主事　福田賢吾先生の卓話をお願いしました。 支

援学校の現状、 卒業後の進路の問題等お話を聞き、 勉強させ

て頂きました。
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香月 章彦社会奉仕委員長
　長崎県立佐世保特別支援学校和太鼓 ・ ダンス演舞会を２０１７

年１２月１７日 （日曜日） に島瀬公園にて開催いたしました。

当日は多くの会員及びご夫人にご協力いただくことができ、 また

関係者以外の観覧者も多く見られ、 盛会であったと思います。

準備が後手に回り、 打合せを直前まで行うことができませんでし

たので、 今後は企画立案とそれに伴う行動をもう少し早く行う必

要を強く感じました。 当日は、 気温が下がり、 出演した生徒た

ちには 『酷』 な環境の中で演奏、 演舞を行って頂いたことが、

気の毒でしたし、 風邪をひかないか気がかりでした。 場所と時

間と資金が許すのであれば、 今後はもう少し季候の良いときに

「発表会」 を企画してあげられると良いと感じました。 

宮﨑 正典国際奉仕・ロータリー財団委員長
　本年度、 国際奉仕委員会は、 「国際交流」、 「ＲＩ財団米山」

の２つの委員会活動を行いました。

　「国際交流委員会」 は、 １０月の創立記念式典に姉妹ＲＣの釜

山蓮山ＲＣのメンバーがお見えになり、 そのアテンドと交流を行

いました。 特に、 今回は食事にこだわったので、 蓮山メンバー

が大変満足していました。 やはり、 １泊ずつの交流がお互いに

負担が少なくて済むと思います。 中身は、 濃い交流が出来たと

思います。 またバスを会員で無く、 安全を考えて外注にした方

が、 心配しなくて良いのかと思います。 今回韓国とは別な場所

にとスリランカやグアムの話が出ましたが、 これはきちんと事業費

を使って計画をきちんと立てた方が、 実現性はあったのかと思

いますので、 次年度再検討をして頂ければと思います。

　「ＲＩ財団米山委員会」 は、数回の基金審査委員会を経て、ポー

ルハリスフェロー３名、 米山奨学金１名を寄付しました。 地区の

目標には届きませんが、 クラブの内情を考えると妥当な額だと思

います。

八重野 一洋国際交流委員長
　年当初は韓国姉妹クラブ訪問のみならず、 近隣の安全渡航

可能な国のロータリークラブへメークアップを行う予定でした。

訪問歴のあるグアム島内のクラブや、 香港、 そして遠くはスリラ

ンカのコロンボも候補に挙がりましたが、 実際には当クラブの規

模と現地の同等規模のクラブ例会日とマッチせず、 渡航スケ

ジュールも調整がつかない状況となり断念する結果となりました。

次年度は姉妹クラブの釜山蓮山ロータリークラブの公式訪問が

予定されています。今後また機会を見て近隣諸国へのメークアッ

プを計画して頂ければと思います。 1 年間大変お世話になりま

した。

井上 亮 ロータリー財団・米山記念奨学委員長
　８月に基金委員会を開き米山記念奨学金１名 （100,000 円）、

PHF 寄付３名 （＄1,000） をノミネートしクラブ理事会の審議を経

て寄付を行いました。

ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／６月２１日１２：３０～


	1304.pdfＨＰ用
	1304-2.aiＨＰ
	1304-3.aiＨＰ用
	1304-４.pdfＨＰ

