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本日の出席率８６.０％：会員数４８名・出席３３名・欠席６名・出席規定免除会員４名・ビジター５名

前々回の修正出席率８２.６０％：出席２９名・メークアップ２名・出席規定免除会員７名

　７月３日 （火） 市内８RC 共催事業であります 「市長表敬訪問」

に芥川 圭一郎幹事と一緒に行って参りました。 市役所５階のリ

ニューアルされた災害対策室で行われました。 会長として初め

ての対外的職務ということで緊張もしましたが、 ３回目という方も

いらっしゃって、 クラブによっていろいろ違った状況、 事情があ

ると感じました。 佐世保中央RCでは同じ役職で「市長表敬訪問」

２回目の方はまだいらっしゃいません。今後も無いようなローテー

ションでいくために皆様のご協力をお願いいたします。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。

〒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

”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更・休会　
　　　　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　　　　７月９日 （月） １８：４５～　　セントラルホテル佐世保

　　納涼例会・新入会員歓迎会のため

２．来信
　　■国際ロータリー

　　　　 ・ My ROTARY のシステム障害：

　　　　　　会員リストへのアクセス不可のお詫び

 ・２０１８年７月クラブ請求書に含まれる規定審議会 

　　追加会費$1.0 変更の案内

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①2018-2019 年度 ガバナー月信 Vol.1　

　　　　 ・ 2018 ‐ 19 年度地区資金 （前期分） 送金のお願い

　　　　 ・ ロータリーの友　編集部からのお尋ね

　　　　 ・ ロータリー会長賞： 締切日の延長について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月１５日までに延長

　　　■2017-2018 年度　ガバナー事務局

　　　　 ・ 第 2740 地区ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

　　　■佐世保南ロータリークラブ

　　　　 ・ ガバナー激励会　受付のお願い

　　　　

３．依頼・伝達
　　　 ・ 7 月３日　市内８RC 会長 ・ 幹事　佐世保市長表敬訪問

　　　 ・７月６日　ガバナー激励会

　　　　

佐世保ロータリークラブ

　　　　古賀 巌 様　　円田 昭 様

佐世保南ロータリークラブ

　　　　角 康隆 様　　馬郡 謙一 様

佐世保北ロータリークラブ

　　　　森　豊 様

大久保 厚司君
　２０１５～１６年度の青少年インバウンドのフランスからの留学生

マリンが８月１０日まで私の家に滞在しています。 来週、 夜の

例会時にウェルカムパーティーを企画しております。 また、 ア

ルバイト先を探しておりますのでよろしくお願いします。
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佐世保ロータリークラブ 古賀 巌様　円田 昭様
崎元 英伸会長 ・ 芥川 圭一郎幹事 ・ 野村 和義副会長のご

活躍を祈念します。 岩政 孝会長 ・ 川島 千鶴幹事 ・岡田 文

俊副会長１年間お疲れ様でした。 また、 指山 康二さん、 牛

島 義亮さん、 昨日は佐世保 RC の例会にわざわざご来訪頂

きありがとうございました。 さきやん、 がんばれ～！

佐世保南ロータリークラブ 馬郡 謙一様　角 康隆様
岩政 孝会長 ・岡田 文俊副会長 ・ 川島 千鶴幹事１年間ロー

タリー活動ご苦労様でした。 岩政さんが会長に就任された折

には衷心より心配していましたが無事のご帰還お慶び申し上

げます。 今年度、 崎元 英伸会長 ・ 芥川 圭一郎幹事 ・ 野村 

和義副会長に於かれましてはこの一年長丁場にはなります

が、 健康にご留意され、 頑張って下さい。 特に崎元 英伸会

長は苦手なゴルフには積極的に参加される事をご期待いた

します。 貴クラブの発展をご祈念申し上げニコニコいたしま

す。

佐世保北ロータリークラブ 森 豊様
今年度会長をさせて頂きます森です。 よろしくお願いいたし

ます。 崎元 英伸会長、 芥川 圭一郎幹事頑張って下さい。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
佐世保ロータリークラブ　古賀 巌様 ・ 円田 昭様、

佐世保南ロータリークラブ　角 康隆様 ・ 馬郡 謙一様、　

佐世保北ロータリークラブ　森 豊様、 ご訪問頂きまして

ありがとうございます。 長崎と天草地方の潜伏キリシタン

関連遺産　世界遺産登録おめでとうございます。 そして、

台風７号も過ぎ、 いよいよ本日より崎元丸、 出航いたし

ます。 例年以上に楽しく ・ 実りある一年に出来るよう、

全力で突き進みますので、 皆様のご支援 ・ ご協力、 そ

して、 やさしいご指導をよろしくお願いします。 （褒めら

れて、 伸びるタイプなので）

指山 康二君
崎元 英伸会長 ・ 野村 和義副会長 ・ 芥川 圭一郎幹事、 第１

回目例会おめでとうございます。 いよいよスタートですね。 頑

張って下さい。 私事ですが、 たった今、 東京で７人目の孫

が産まれました！今日はなんておめでたい日なんでしょう！

岡 光正 君
　本日１８時３０分より、 新年度会長・幹事激励並びに直前会長・

幹事慰労会になっております。 １７時２０分新みなとターミナル

に御集合ください。

中央会 幹事 馬場 貴博 君
　７月２２日本年度第１回目の中央会のコンペを佐世保 CC で行

います。 尚、 当日は１８時よりセントラルホテルにて古川直記君

の御祝いを行いますので、 皆様の参加、 よろしくお願いいたし

ます。

岩政 孝君
古賀 巌様、 円田 昭様、 角 康隆様、 馬郡 謙一様、　

森 豊様、 ご来訪ありがとうございます。 また、 先週の交

代式ありがとうございました。

岡田 文俊君
海上保安庁の友の会に入会しました。 レターボックスに

海の安全情報を届けています。 夏、 海に近くなります。

ご一読ください。

前田 眞澄君
先週６月２８日の新旧会長副会長幹事交代式では、 多

くのメンバーと奥様方のご出席を頂き、 大変ありがとうご

ざいました。 おかげ様で、 大過なく無事交代式を終え

る事が出来ました。 次は松田 啓伸委員長の事業 「納

涼例会」 です。 よろしくお願いいたします。

岡 光正君
島民の念願でありました、 「黒島教会を中心とした黒島

集落」 が世界遺産登録になりました。 これまでご尽力頂

きました、 関係各位の皆様方に感謝申し上げます。 今

後共、 宜しくお願い致します。

宮﨑 宗長君
３月に卓話を頂いたり、 巡視船の体験航海をしていただ

いた 「佐世保海上保安部」 様が、 創設７０周年を迎え

られました。 昨日にはその記念式典も開催されました。

この度、 その記念として佐世保塩浜郵便局にて 1,000

部限定の 「記念切手」 を作成しました。 佐世保市を中

心に９７郵便局のみの販売となり、 １部 1,850 円となって

おります。 ぜひ皆様も購入をお願いいたします。

筒井 琢磨君
結婚記念日にお花を頂きありがとうございました。 妻も

大変喜んでいました。 来年は結婚１０周年になりますの

で、 ダイヤモンドを送れるように頑張って貯金します。

会員一同
崎元 英伸会長 ・ 野村 和義副会長 ・ 芥川 圭一郎幹事、 第１

回例会を記念し、 ニコニコいたします。

本日の合計　　　　   45,000 円

本年度の累計　　　  89,000 円

親睦例会活動委員会メンバー
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ＳＡＡ： 宮﨑正典君

次回例会／７月１２日１８ ： ３０～

　２０１８～２０１９年度は平成最後

の年で新しい年号の初めの年になりま

す。役員、理事そして会員の皆さんと

一緒に楽しく充実した一年にしたいと

思っています。

　佐世保中央ＲＣは１９９０年に国際

ロータリーの認承を受けてから今年２８周年を迎えます。

　私たちは、クラブ創設時からスポンサークラブとしてお

世話していただいた佐世保北ＲＣの皆様や素晴らしい先輩

方の導きで佐世保中央ＲＣを築いてきました。

　その歴史と伝統を更に磨いて成長していく為にロータ

リーの精神を深く学び続けなければならないと考えます。

　ロータリーがアメリカ、シカゴに誕生してから１１３年、

１９２０年創立の東京ＲＣは２０２０年に１００周年を迎

えようとしています。ロータリーが持続するために変化は

必要なことなのでしょう。ですがその真ん中にある奉仕の

理念は変わることはないものだと思います。そこを学び続

ければどのような変化にも対応していけるものと思ってい

ます。

　例会への出席をお願いします、多様性を尊重し信頼を深

め平等、対等な立場で接し、互いの知恵や知識を学びあう

楽しみ、楽しい時間を共有出来るから例会が楽しみになる、

皆さんにそう思っていただけるよう努めます。

　本年度クラブスローガン「アットホーム中央」は帰る家

の様にくつろいだ雰囲気で居たいという思いで掲げていま

す。一生懸命、明るく楽しい友達の輪を広げ、次へと繋げ

ていきたいと考えています。ロータリーの友情と寛容な心

をもってご支援、ご協力をお願いします。

■ 2018~2019 年度クラブ運営方針 ■
クラブスローガン
　　　「❝ アットホーム ❞ 中央で良かった！」

第２８代会長　崎元 英伸君
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