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本日の出席率７０.０％：会員数４８名・出席２６名・欠席１２名・出席規定免除会員３名・ビジター０名

前々回の修正出席率９５.７４％：出席３６名・メークアップ１名・出席規定免除会員出席８名

　７月６日の福田金治ガバナー激

励会に登録、 出席いただいた皆

さん有難うございました。

　当日は大変な豪雨でしたが開会

の時間近くには治まり激励会が無

事終了いたしましたことをご報告い

たします。 当日の記録的豪雨によ

る路面状態の悪化でＳＳＫバイパ

スと自動車道の通行が制限された為、 大変な渋滞で、 送迎バ

スが開会時間に遅れるという事態も起きてしまいました。 今回の

西日本豪雨では１７０名以上の方が亡くなられています。 心から

お悔やみを申し上げますとともにいまだ安否不明の方の捜索と

一日も早い復興をお祈りします。 また我々にできる支援活動も

できることから出来るだけ早く始めなければと考えます。

　大量の車が水に流されました。 車に乗ったまま流されて亡く

なった方もいらっしゃいます、 車は室内に浸水するまでは水に

浮きます。 タイヤの接地を失えば操作不能で流されてしまいま

す。 水の圧力は大変大きく、 ドアまでつかれば、 室内からは勿

論、 外からもドアを開けることはできません。 通過できる様な水

深 ( 一般的にはドアの下端まで ) でも速度を上げて進入すると

車体を傷めることもあります。 ５０㎝以上あればエンジンを壊して

しまう事もあります。 近年のゲリラ豪雨の様に短時間に道路の排

水能力を上回る降雨量があれば冠水した道路は発生します。

無理して通過しようとせず、 まずは安全な所で待機するのがベ

ストの選択だと思います。

　昨日から夏の交通安全県民運動も始まりました。 ご自身と自身

の車を守るためにも無理のない安全運転をお願いします。

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。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更・休会　
　　　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　　７月２４日 （火） １８：３０～　雑魚屋　新入会員歓迎会の為

２．来信
　　■ロータリー米山記念奨学会

　　　　 ・ 2018 年度上期普通寄付金のお願い

2015～16年度青少年交換留学生　
マリーン・フラッカーロさん
　こんばんは。 今夜、 素敵な夜にお招き

いただいて、 誠にありがとうございます。

　ちょうど２年前にフランスに帰りました。

１年間の留学をさせていただき、 ロータ

リーに感謝しています。

　芥川さん、 宮﨑さん、 田代さんにもホスト家族になってもらえ

たことがありがたいです。 今も大久保さんの家にお邪魔させて

頂きありがとうございます。

　最初から日本が好きでした。 ですが、 皆さんのおかげで日本

で好きなものがどんどん増えました。 素晴らしい１年間でした。

それでもう一度佐世保に帰りたくなりました。 夏に浴衣で五番

街の海の近くを歩きたかったです。 聖和の先生とロータリーの

皆さんともっと話したかったです。 なので８月１０日まで佐世保

にいます。 その間、 色々な経験をしたいので、 牛島さん宮﨑

さんに少しお仕事のお手伝いをさせて頂きます。

　さて、 日本に行く前に韓国の大学に留学しました。

　フランスで９月から大学３年生になります。 あと２年後に卒業し

ます。 できればそのあとは、 日本の大学に行きマスターを取り

たいです。 頑張ります。

　この２年間で日本語をあまりしゃべらなかったので、 色々な事

を忘れました。 間違えた所もあるかもしれませんが聞いて頂き

まして、 誠にありがとうございました。

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ ガバナー事務所開設のご案内

　　　　　＊湊町 2-8 石井ビル 6F　（地区大会事務局も同所）　

　　　　　＊執務時間 　9：00 ～ 17：00　（月～金曜日）　

　　　　 ・ 西日本豪雨被害状況についてのお尋ね

　　　　 ・ ロータリーの友よりクラブ状況についてのお尋ね

　　　■佐世保南 RC ・ 佐世保北 RC ・ ハウステンボス佐世保 RC

　　　　 ・ 2018-19 年度　現況報告書　送付

　　　■佐世保南ロータリークラブ

　　　　 ・ 創立６０周年記念誌　発行

　　　　

３．依頼・伝達
　　　　 ・７月６日　ガバナー激励会
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崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 マリーンさんにご訪問頂きましてありがとうございま

す。 濃い、 一週間でした。 まずは、 西日本大豪雨で被災

された方々へ心よりお見舞い申し上げます。

また、 特別警戒警報発令中にもかかわらず　福田ガバナー

激励会へ、 登録・参加していただきました。 メンバーの方々

へ感謝申し上げます。 そして、 昨日は８月の納涼家族例会

のシミュレーションを松田委員長のもと白浜キャンプ場で行い

ました。 西海の夕日を見ながらの BBQ 最高でした。 皆様

のご参加をよろしくお願いしまして、 ニコニコとします。

山瀧 正久君
ご縁があって、 佐世保三ヶ町アーケード内に直売所を今月１

８日 （水） にオープンする予定です。 皆様には、 何かとお世

話になります。 合わせて、 出荷できる生産者を募集しており

ます。 よろしくお願いします。

大久保 厚司君
２年前の青少年交換留学生のマリーン・フラッカーロさんが、

大学のカリキュラムの一環として韓国で４ヶ月勉強されフラン

スへの帰りに皆様とお会いしたいとのことで、日本に来ました。

本日のウェルカムパーティーへの参加、 宜しくお願いします。

崎山 信幸君
皆さん、 こんばんは！崎元会長、 野村副会長、 芥川幹事、

新体制でスタートした２回目の例会早々に欠席をしました崎

山です。 火曜日より出張にて、佐世保を不在にしております。

日本の最北端、 礼文島、 陸上自衛隊・礼文分屯地を訪問し、

沿岸監視隊の日々の業務につきまして、 学んで参りました。

今は、 出張を終え佐世保に向かっておりますが、 残念なが

ら本日の例会に間に合いそうにありませんので、 ニコニコ致し

ます。

松田 啓伸君
昨日は白浜でシュミレーションに参加して頂いた皆様、 ありが

とうございました。 当日も昨日のような快晴で迎えられることを

願ってニコニコします。

本日の合計　　　　   7,000 円

本年度の累計　　　  96,000 円 親睦例会活動委員会メンバー

会場監督（SAA）
　　　宮﨑 正典委員長
　会場監督としての職務を充分理解

し、会場の品格と秩序を保つように努

力します。

■ 第１回クラブ協議会 ■

クラブビジョン委員会　
　　　　　　　岡 光正委員長
　本年度の大きな活動計画として、創

立３０周年に向けた具体的な「方向性」

と「提言」を行います。また、ロータ

リアンとしての「意識の向上」と「会

員相互の交流」を深める活動を行います。

　我がクラブが目指す長期的なビジョンを具体的に考える

にあたり、定期的な委員会を開催し、先ずは創立３０周年

に向けた大きな方向性を委員会で協議します。会員相互の

意識向上と交流を図る為に、新入会員研修やロータリー情

報の提供を行います。また、ロータリーライフで一番重要

とされる、「例会」の出席率向上に努めます。年間「４７回」

開催する例会は、会員の皆様方から情報提供を頂き、充実

したプログラムを計画し実施致します。

　会員の皆様方のご協力を宜しくお願い致します。

親睦例会活動委員会　
　　　　　　　松田 啓伸委員長
　当委員会では年間行事である「納涼

例会」「忘年例会」「延寿会」の企画・

運営を行います。また、例会において

は式典例会・出席委員会と連携をとり

ながら、和やかな雰囲気づくりに努めます。

式典例会・出席委員会　
　　　　　　　前田 眞澄委員長
　事業としては、「会長、副会長、幹

事交代式」と「創立記念例会」そして、

「新年会」を担当いたします。難しい

ですが、出席１００％を目指していき

たいと思います。あと、出席報告委員会でもありますので、

通常の例会に出席して頂くために、色々と試行錯誤を重ね

ながらも何か手がかりになるものを見つけたいと思います。

公共イメージ・会報員会
　　　　　　　香月 章彦委員長
　公共イメージでは、まず当然のこと

ですが「会報の遅滞ない発行」を第一

目標とします。そのためには、記事と

なる各委員会からの報告等を 例会後
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ＳＡＡ： 西村浩輝君

次回例会／７月１９日１２ ： ３０～

速やかに回収する必要があります。委員長や報告をされた

会員の方も早期提出のご協力、ヨロシクお願いします。

　次に「入会のしおりの再編集」です。まだまだ私自身が

不勉強ですので少し時間がかかるかと思いますが、任期中

には完了させたいと考えてます。

　最後に「ホームページの改編」です。現在のページは作

成してから時間が経過しています。スマートフォンやタブ

レットに対応していません。昨今はパソコンで閲覧する機

会より、そのような端末で閲覧することが増えてますので、

それに対応する必要があると考えています。佐世保中央

ロータリークラブの会員名簿も掲載してませんので、外部

の方は「どんな人かメンバーなのか」を知ることができま

せん。クラブのイメージ戦略の点からも、検討すべき内容

かと考えています。ホームページは内外の方がより見やす

いものにしていければと考えます。

会員増強委員会　八重野 一洋委員長
　何名目標というのはありません。

JC、YEG 関係者の方も毎年お名前が挙

がっている方も数回お誘いしても入会

しない方は難しいと考えています。少

しでも興味を持たれる方がいらっしゃ

れば、気軽に例会を体験して頂ければと思います。会員皆

様の情報提供、ご紹介などがありましたら、宜しくお願い

いたします。

職業奉仕委員会　糸瀬 新委員長
　委員長 糸瀬 新 副委員長 西村　浩

輝 委員 福田 英彦・古川 直記・橋口 

佳周・田代 博之・馬渡 圭一　以上 7

名で、ワ－ルドカップ日本代表みたい

に一致団結して

チ－ムプレ－で乗り切れればいいな！と思います。

　職業を通して社会問題に貢献する企画を行います。

社員・家族招待映画例会に関しましては、通年と同時期に

シネマボックス太陽様のご協力を頂き開催したいと考えて

おります。

　職場訪問例会に関しましては、例年通り企業訪問を行い

社会貢献について学びたいと考えております。

皆様のご協力もよろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会　
　　　　　　岡田 文俊委員長
　今年度も社会奉仕と青少年奉仕の

両委員会のベテランと若手の委員長と

力を合わせて、当クラブの奉仕活動を

市民にアピールしていきたいと思いま

す。特に今年はキラキラフェスティバルにおける、支援学

校生徒の発表会の要素を交流を中心とした方向にモディ

ファイできればと思います。さらに新しい企画も加えてい

きたいと思います。

国際奉仕・R 財団委員会　
　　　　　  四元 清安委員長
　国際交流委員会　ロータリー財団・

米山委員会の２委員会の担当という事

で運営させていただきます。

　国際交流委員会のメンバーは、

委員長に井上 亮君、副委員長に片桐 康利君、委員に指山 

康二君・浅野 訓一君・ 平岩 義明君を迎え、来年４月には

釜山・蓮山ＲＣ訪問を計画実行しなくてはなりません。な

るべく国際奉仕２委員会での対応としたいと思っておりま

すが、委員会メンバーが少数の為、有志を募り訪問をした

いと思っております。また、国内外の他のＲＣとの新しい

交流会を考えていきたいと思います。すでに昨年度より交

流がありました、旭川空港ＲＣとの交流が９月には有志一

同で企画されているようです。

　また、もう一つの委員会　ロータリー財団・米山委員会

は委員長に浅野 訓一君、副委員長には松尾 英樹君、委員

に大久保 厚司君・本田 実君を迎え委員会活動を行います。

我がクラブと地区との考え方に多くの隔たりがあります。

会員一人当たりのロータリー財団・米山記念奨学会の寄付

目標額は我がクラブが寄付する額、クラブの基金会、一人

当たり 1,000 円×会員数　毎年のポールハリスフェロー２

名　米山功労者２名のノミネート　クラブ年次寄付など両

方の寄付目標の調整を考察していきます。何はともあれ一

年間、会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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