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本日の出席率８１.４％：会員数４８名・出席３０名・欠席８名・出席規定免除会員５名・ビジター０名

前々回の修正出席率８７.８０％：出席２９名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席３名

　先週の日曜日７月２２日に行われ

た２０１８～２０１９年度第１回 （通算

１３４回） 中央会に参加された皆さ

ん暑い中大変お疲れさまでした。

中央会の馬場幹事はじめお世話

いただいた皆さんご苦労様でし

た。 ダブル優勝の中央会溝上会

長からは後日、 スピーチがあるは

ずですので楽しみにしたいと思います。 又、 当日夜開催された

『古川直記さん長崎県グランドシニア競技大会グロス優勝』 のお

祝いの会も大変楽しく盛り上がりましたし、 古川さんのゴルフに

対する本当に真剣な姿勢をあらためて知ることができて良い会で

した。

　ここの所、 平年より２～３度高いという記録的な暑さが続いてい

ます。 私も仕事中は大量の汗をかきます。 先日、 目やにが出る

ので近くの眼科に行きましたが結膜炎という診断でした、 汗と一

緒に細菌が目に入ることが原因だそうです。 会員の皆さん、 ご

家族が健康に留意されてこの暑い夏を乗り切られることを祈念い

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。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更・休会　
　　　　＊佐世保ロータリークラブ

　　　　　休会　：　８月１５日 （水）　定款 8 条第1節により

　　　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　　　８月２３日 （木） １２：３０～　セントラルホテル佐世保

　　　　　　　　　　　　　　佐世保中央ＲＣとの合同例会の為

　　　　　休会　：　８月１６日 （木）　定款 8 条第1節により

　　　　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　　　８月２６日 （日） １７：３０～　 ホテル＆スパ花みずき

　　　　　　　　　　　　　　夏の家族会の為

　　　　　休会　：　８月１３日 （月）　定款 8 条第1節により

２．来信
　　■国際ロータリー

　　　　 ・国際ロータリー人頭分担金請求書発行

中央会　馬場 貴 幹事
　７月２２日　第１３４回中央会を開催致しました。 ７組２６名の参

加を頂き、 優勝は溝上本年度中央会会長、 また取り切り戦も

溝上会長の総取りで少し立場を考えて頂きたいと思います。 次

回は９月３０日三川内で行います。 また１０月６日はソロプチミス

トのゴルフ大会が行われますので、 ぜひご参加ください。

　　　　・例会休会と出席率計算・出席免除について

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 米山記念奨学カウンセラー研修 ・

　　　　　 奨学生出前卓話研修　対象者 ： 本田会員

　　　　 ・ 米山奨学生の “出前卓話” ご利用のお願い

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

              ①2017-2018 年度 YEP 留学生レポート

　　　■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
　　　　 ・ ８月２日　  納涼家族例会

　　　　 ・ ８月９日　  ガバナー補佐訪問例会　１８時３０分～

　　　　 ・ ８月１６日　休会

　　　　 ・ ８月２３日　ガバナー公式訪問　１２時３０分までに昼食を

　　　　　　　　　　　　済ませておく

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
早いもので、 ７月最後の木曜日となりました。 あっという間

の一ヵ月でした。 残り１１ヶ月全力で進んでいきますので、

よろしくお願いします。 また、 来週は納涼家族例会です。

場所も違いますし、 開催時間も違いますのでお間違えのな

いように　お願いします。
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鶴田 明敏君
誕生祝ありがとうございした。 今日が７６回目の誕生日です。

今後ともよろしくお願いいたします。

古川 直記君
先日の御祝いの宴、 心より感謝しております。

溝上 純一郎君
７月２２日中央会で優勝、 岩政会長取り切り戦も優勝、 前回

に続いて連続優勝でした。 岩政直前会長、 古川さん、 同伴

競技者の福田先生、平岩さん、川島さん、参加されたメンバー

の方、 ありがとうございました。

池永 隆司君
若作りしていますが、 ７月１日に６２歳になりました。 そろそろ

ポールスミスも卒業かなと思います。

本日の合計　　　　   17,000 円

本年度の累計　　　  126,000 円

親睦例会活動委員会メンバー

クラブ管理運営　牛島 義亮委員長
　去年作られた新しい組織編制の委員

会ということで、指山 康二前会長が

実行された活動と実績を検証しなが

ら、さらに３０周年に向かって当クラ

ブの方向性を見いだせるよう努力して

行きたいと思います。実際には、それぞれの委員会をまと

めていく三委員長がいらっしゃいますので私の役目として

は、努めてサポート役に徹しクラブ全体の和と会員のレベ

ルアップに貢献できればと思っています。それでは只今よ

りそれぞれクラブビジョン委員会 岡 光正委員長、式典例

会・出席委員会 前田 眞澄委員長、親睦例会活動委員会 

松田 啓伸委員長より今年の目標を報告して頂きます。

■ 第１回クラブフォーラム ■
　　　クラブ管理運営

クラブビジョン委員会　
　　　　　　　岡 光正委員長
　本このクラブビジョン委員会は、昨

年度に新設され、今年２年目になりま

す。昨年度の池永 隆司委員長の想い

を継承し、３０周年に向けての提言や

方向性を見出す委員会です。具体的に３０周年に何をする

かは、これから委員会を開催して決めていきたいと思いま

す。３０年の歴史は大変重く、現在、在籍されている８名

親睦例会活動委員会　
　　　　　　　松田 啓伸委員長
　来週８月２日（木）は白浜海水浴場

にて納涼家族例会を行います。

多くの会員・ご家族の参加をお待ちし

ております。

　さて、当委員会の年間活動については先々週お話しいた

しましたので、今回は私個人のロータリーにおける親睦活

動についてお話をさせていただきます。

　ロータリークラブに入会をさせて頂いて約３年が経ちま

したが、入会当初は知り合いがおらず不安ばかりでした。

しかしながら、一社会人としても未熟な私に対して会員の

皆様は温かく声をかけてくれました。また私自身もできる

限り多くの活動に参加しようと心がけました。わからない

なりにとにかく参加してみたことが幸いしたのか、現在は

毎週楽しみに例会に参加することができています。また例

会以外にもダイビングクラブや登山同好会にも所属させて

もらい、仕事面以外にも多くのことを学ばせてもらってい

ます。

　今後も大いにロータリーライフを楽しんでいこうと思い

ます。

のチャーターメンバーを始め、その道のりに携わってこら

れた方のご尽力に感謝したいと思います。３０周年という

大きな節目は、「変革」とも言えると思います。

　今日は、私が入会して「変わったなぁ～」と思う事を話

したいと思います。私が入会したのは、２０１１年、６月

の年度の終わり、田雑 豪裕会長の時に入会し８年目。この

年は２０周年でしたが、私は経験しておりません。「大変だっ

た」とは聞かされました。

　大きく変わった点は、会員数です。入会当時は４１名。

私が２番目に若く、１番若いのが宮崎正典君でした。現在

は４８名、ここ２、３年で１０名増え。尚且つ年齢も若い。

例会に出席すると活気があります。例会に行きたくなる雰

囲気です。

　また、例会以外にメンバー同士が交流できる機会が増え

ました。入会当時は、ゴルフの中央会しかありませんでした。

今は、中央会、スキューバダイビング、登山、温泉同好会など。

お互いの趣味を生かした交流は、素晴らしいと感じていま

す。先日の中央会懇親会に、ゴルフをしないメンバーも参

加をされ、和気あいあいと交流ができていました。佐世保

市内には、いろんなクラブがあり、それぞれの方針や考え

方があると思いますが、私は、今の中央クラブは、人と人

との関わり方は、他のクラブに負けない素晴らしいものだ

と思います。この活気ある雰囲気の中で、３０周年を迎え

るというより、メンバー全員で作り上げたいと思っていま

す。

　これから一つの「クラブビジョン」として、会員拡大の

勧誘にいかなくても、ロータリーに入るなら、「中央クラブ」。

と、選んでもらえるクラブになりたいと思います。
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ＳＡＡ： 崎山信幸君

次回例会／８月２日１７ ： ３０～納涼例会

式典例会・出席委員会　
　　　　　　　前田 眞澄委員長
　本年度、牛島 義亮クラブ管理運営

委員長の元、式典例会・出席委員会の

委員長を拝命してます前田です。当委

員会は「新旧会長副会長幹事交代式」

と「創立記念式典・懇親会」そして「新年例会」を主事業

として活動しています。先般、お陰様で「新旧会長副会長

幹事交代式」を無事終えることが出来ました。

　次は「創立記念式典・懇親会」を１０月１１日に予定し

ていますが、本日理事会で協議致します。

　そこで本日は「新旧会長副会長幹事交代式」と「創立記

念式典・懇親会」の過去１０年を振り返ってその移り変わ

りや変化を見てみたいと思います。

　先ず「新旧会長副会長幹事交代」ですが会場は１０年間

変わらず例会会場であるセントラルホテル佐世保です。来

賓に関しましては２００８－２００９年指山 康二会長年度

から２０１１－２０１２年田代 博之会長年度まではロータ

リー関係者のみで野田 三地之特別代表、名誉会員である

朝長 則男市長・米海軍佐世保基地歴代司令官、拡大補佐

である梯 猪一郎さん・松尾 辰二郎さん達がほぼ毎年３～

４名ご夫婦で出席を頂いていました。２０１２－２０１３

年四元会長年度から２０１５－２０１６年溝上会長年度で

は同じロータリー関係者のみでしたがご出席頂いたのは２

～１名単身若しくはご夫婦での出席と成っております。２

０１６－２０１７年山瀧会長年度と直前岩政会長年度は名

誉会員であります朝長市長ご夫妻と米海軍佐世保基地司令

官に新たに陸上自衛隊幹部のご出席を頂いております。時

の経過と共に６年ほど前から特別代表におかれましてはご

高齢によりご出席をご辞退されての欠席が有りました。残

念では有りますが、これは不可抗力の自然なことだと思い

ます。そんな中で近年では来賓の対象者は奉仕フロジェク

ト事業でお世話になっております陸上自衛隊関係者と例会

卓話を依頼しております海上自衛隊総監を御招待するよう

に変わって来ています。当クラブも２８年目を迎え来賓の

対象者も変化していかざる得ない歳月を重ねてきたという

事に成るのでしょう。

　次に「周年記念式典・懇親会」ですが、大きく変わった

のは創立１８周年指山 康二会長年度から創立２３周年西

村 浩輝会長年度まで毎年出席頂いた釜山蓮山ＲＣのメン

バーが隔年毎での来訪に変わった事です。また、周年記念

式典・懇親会でのエピソードでは指山 康二パスト会長は

ご自分の年度の時、牛島パスト会長とのお二人の自宅へ釜

山蓮山ＲＣメンバー並び中央 RCのメンバーを招いての二次

会を行ったり、井上 亮会長年度の創立記念式典・懇親会

の日が例会９００回目の記念する日で有ったことなどが有

ります。田雑 豪裕会長時の２０周年記念式典・懇親会は多

くの来賓の方をお招きしての式典は大変素晴らしいもので

した。また、溝上 純一郎会長時の創立２５周年記念式典・

懇親会は若いメンバーが中心と成り、企画立案・準備・運

営等を行い、見事にやり遂げられ、周年事業・式典・懇親

会の運営手法を学んで頂いたことはクラブにとっても大き

な躍進に成ったのではないでしょうか。

　今後は来賓対象者に会長推薦枠を作り、公私ともにこの

人には、基本的には一生に 1 回のご自分の会長としての姿

を見てもらう事は時の会長さんとしては良き思い出に成る

のではないかと思います。
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