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本日の出席率８０.５％：会員数４８名・出席３０名・欠席８名・出席規定免除会員３名・ビジター３名

前々回の修正出席率８３.７２％：出席３０名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席名

　８月２日の納涼家族例会に参加

して頂いた皆さん有難うございまし

た。 お世話いただいた松田委員

長はじめ親睦例会委員会の皆さ

んご苦労様でした。 暑い中でした

が、 会員、 ご家族の皆さんのご協

力をいただき、 親睦の良い機会に

できましたことに感謝いたします。

　本日は２０１８～２０１９年度、 国際ロータリー２７４０地区第６グ

ループ森山隆明ガバナー補佐をお招きしてのクラブ協議会と

なっております。 次回の福田金治ガバナー公式訪問例会に向

けていろいろなご助言を頂きながら意義ある協議会となりますこ

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！

佐世保東南ロータリークラブ （ガバナー補佐随行）

平地 誠 様　　　　　 古川 幸造 様　　　　 吉田 大 様

１．来信
　　■国際ロータリー

　　　　 ・ 寄付・認証　ロータリークラブの手引きについて

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

              ①2020-2021 年度 国際ロータリー会長に

　　　　　　　　スシル ・ グプタ氏が選ばれる

2015 ～ 16 年度青少年交換留学生　
マリーン・フラッカーロさん
　今日、 佐世保から帰る事になりました。 佐世保に来ることを

ずっと楽しみにしていました。 ２年間くらい。 皆さんともう一回

会いたかったのです。 佐世保では、 遊んだり、 お仕事のお手

伝いをしたり、 新しいことが沢山で勉強になりました。 中央ＲＣ

に感謝しています。 いつかまた佐世保に来ると思います。 自

分の町ですから。 日本人ではないけれど、 佐世保人かもしれ

ない （かな？ (*^_^*)） ありがとうございました。 お世話になりま

した。 大好きです。

　　　　　　 ②Ｒ財団地区補助金奨学生 酒井貴子さん 

　　　　　　　　第１回目レポ－ト

　　　■佐世保東 RAC

　　　　 ・ 佐世保東 RAC 公式訪問例会の案内

　　　　　　　日時 ：8 月19日 （日） 17:00 ～

　　　　　　　場所 ：ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　　　　　　登録料 ：３， ０００円

２．依頼・伝達
　　　　 ・ ８月１６日　特別休会

　　　　 ・ ８月２３日　ガバナー公式訪問　

　　　　　　　　　佐世保東ＲＣさんとの合同例会になっています。

　　　　　　　　　１２時３０分までに昼食をしていただきますようお　

　　　　　　　　　願いします。服装は、クールビズでお願いします。

　　　　

国際ロータリー２７４０地区第６グループ
ガバナー補佐　森山 隆明様　

本日は、 ガバナー補佐第１回目のクラブ訪問に伺わせて頂

きました。 １年間の長丁場となりますが、 お付き合いの程よろ

しくお願いいたします。
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ＳＡＡ： 宮﨑正典君

次回例会／８月２３日１２ ： ３０～

本日の合計　　　　   17,000 円

本年度の累計　　　  147,000 円

国際ロータリー２７４０地区第６グループ
ガバナー補佐　森山 隆明様
　国際ロータリークラブ２７４０地区第６グ

ループ森山 隆明ガバナー補佐承りまし

た、 佐世保東南ロータリークラブの森山

でございます。 本日は東南ロータリーク

ラブの会員、 平地君、 古川君、 吉田

君の３名が随行で伺いました。ロータリー

の友情に感謝いたします。

　第２７４０地区の目標としては特に決定しないで、 バリン ・ ラ

シンＲＩ会長のテーマに沿って、 「インスピレーションになろう」

「鼓吹、 激励、 実行」 という意味の解釈をしてロータリアン一

人一人が必要と思われるロータリー活動をして頂くために解釈

を固定されなかったそうです。

第１、  ＩＭを開催し、 意義ある勉強会にしたいと思っています。

第２、 地区大会が佐世保地区で開催されますので全員登録   

         をお願いいたします。

　

　地区大会記念事業と致しましてハワイ短期留学を計画いたし

ました。 申し込みの詳細は各ロータリークラブの方で対処して

頂きます様にお願いいたします。 佐世保市内 ・ 平戸市 ・ 松

浦市 ・ 北松浦郡の高校１年生２年生を対象に申し込み締め切

りは９月２１日 （金） となっております。 ご協力をお願いいたし

ます。

　皆様のご承知のこととぞんじますが福田ガバナーの方針で

ロータリーソングの「ＲＯＴＡＲＹ」を英語で歌えるようになりましょ

うと推奨されています。

佐世保南ロータリークラブ
平地 誠様　古川 幸造様　吉田 大様

本日は国際ロータリークラブ２７４０地区第６グループ森山 

隆明ガバナー補佐訪問の随行で参りました。 東南ロータ

リークラブ会長平地と古川、 吉田でございます。 どうぞよろ

しくお願いいたします。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 佐世保東南ロータリークラブ会長平地 誠様、 古

川 幸造様、 吉田 大様訪問いただきまして、 ありがとうござ

います。 本日の例会は、国際ロータリー２７４０地区第６グルー

プ森山　隆明ガバナー補佐をお迎えしての 「クラブ協議会」

です。 中央ロータリーの活動をどんどんアピールしていただ

きたいと思います。 よろしくお願いいたします。

岡田 文俊君
今日は四万六千日祭のお手伝いで出席できず申し訳ありま

せん。 クラブの委員会の発表は青少年委員長の吉野君に委

託しております。 問題ありましたら私のせいです。 先にお詫

びしておきます。。。

牛島 義亮君
森山 隆明ガバナー補佐の御来訪を心より歓迎いたします。

また、 先週の納涼例会には暑い中、 多くの会員の皆様、 奥

様、 そして従業員の皆様にご参加いただき、 ありがとうござ

いました。 また来年もやりましょう。

井上 亮君
皆様こんばんは。 報告いたします。 無事、 手術が終わりまし

た。 食事制限も受けてますが、 食事も明日よりおかゆは食べ

られるようになりました。 退院は月曜日の予定です。

宮﨑 宗長君
７月に発行いたしました 「佐世保海上保安部」 様の切手に

引き続き、 ８月３日に 「海上自衛隊佐世保地方隊創設６５周

年」 の記念切手を発行しました。 １部 1,590 円、 2,500 部限

定です。 ぜひ皆様の購入をお願いいたします。

松田 啓伸君
こんにちは。 月曜日から介護技能実習生の視察でベトナム

に出張しており、 本日の例会に出席できず申し訳ありません。

さて、 先週の納涼例会ではたくさんの会員の皆様、 ご家族

の皆様にご参加いただきありがとうございました。

至らぬ点も多々あったかと思いますが、 なんとか無事に終え

られることができて良かったです。

委員会のメンバーをはじめ多くの会員の皆様から協力やアド

バイスを頂きながらの事業でしたので、 そういった点でも親睦

や団結を深めることが出来たのではないかと感じております。

本当にありがとうございました。
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