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本日の出席率８３.７２％：会員数４７名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９３.４７％：出席３２名・メークアップ３名・出席規定免除会員出席８名

　先週のシネマボックス太陽での

社員招待映画例会は、 大勢の社

員、 ご家族に参加していただき無

事終了できました。 お世話して頂

いた職業奉仕委員会の皆さんや、

毎回お世話になっております劇場

のスタッフの皆さんにも大変感謝し

ています。 ありがとうございました。

　また， 大変嬉しいことに井上会員が一か月ぶりに例会に復帰

してくれました、 お元気な様子にまずはほっといたしました。 気

になることも多いでしょうが無理をされずにお付き合いいただきた

いと思っています。

　本日はクラブ定款による年次総会です、 会長の任務として議

長を務めますので皆さんのご協力をよろしくお願いします。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．来信
　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　　2018-2019 年度 「ハイライトよねやま 224」

　　　■2018-2019 年度　地区大会事務局

　　　　 ・ 海上自衛隊　護衛艦 「あさゆき」 の見学の案内と注意

　　　　 ・ 本会議ならびに懇親会の 「駐車許可証」 配布

　　　■県知事 ・ 朝長市長 ・ 長崎大学長　連名

　　　　 ・ 故 下村脩博士 長崎県 ・ 佐世保市 ・ 長崎大学

　　　　　合同お別れの会のご案内

　　　■川棚特別支援学校

　　　　 ・ 長崎県北地域就労促進フォーラム開催のお知らせ

　11 月 12 日　指山　康二・いづみ　ご夫妻
　11 月 24 日　平岩　義明・晴美　ご夫妻

昭和 36 年 11 月　1 日　馬場　貴博君
昭和 43 年 11 月　2 日　田添　直記君
昭和 37 年 11 月　5 日　川島　千鶴君
昭和 31 年 11 月 11 日　岩政　 孝 君
昭和 33 年 11 月 13 日　南部　 建 君
昭和 28 年 11 月 26 日　田雑　豪裕君

奉仕プロジェクト委員会　岡田 文俊 委員長
　本日、 長崎新聞等で 「きらきらフェスティバルｉｎＳＡＳＥＢＯ」

が報道されました。 ご案内の通り、 本会が主催する１２月１６日

の 「市民交流会」 も告知されましたのでお知らせします。 昨年

の演武会から幅を広げて子ども達、 中高生、 陸自隊員まで参

加します。 当日の皆様のご協力を宜しくお願いします。 開始

は午前１０時からです。

佐世保ロータリークラブ　小村 英司様

２．依頼・伝達
　　　地区大会について
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佐世保ロータリークラブ　小村 英司様
１１月１７日の地区大会に向けて頑張っております。 当日はよ

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ＲＣ小村英司様の来訪を心より感謝申し上

げます。 早いもので本日は、 次年度役員 ・ 理事を決定す

る大事な年次総会です。 慎重なるご審議をお願いします。

次年度がいよいよ、 スタートします。 そして、 我々は、 折

り返しポイントです。 残り半分、 楽しく邁進します。

指山 康二君
４１回目の結婚記念日の花、 ありがとうございます。 ４１回もよ

く持ったもんだ！妻の忍耐のお陰ですね。 特に食事に気を

使ってもらっている。 妻とセントラルホテルの例会食事の特

別メニューに感謝いたします。

溝上 純一郎君
先週の映画例会では、 多数の社員がお世話になりました。

ありがとうございました。

井上 亮君
先日より大変お騒がせしました。 術後１カ月になりました。 今

日から復帰いたします。 ２度にわたる手術も無事終了しまし

た。 ロータリーの友情に感謝します。

田雑 豪裕君
誕生日祝いのプレゼントありがとうございます。 また、 先日香

港科技大学に屋上緑化における日本庭園という演題で千葉

大、 長崎大の教授の方々と７名で行って参りました。 非常に

緊張しましたが、 無事に終える事が出来ました。。

岩政 孝君
先日１１月１１日ポッキーの日に６２歳の誕生日を迎える事が出

来ました。

平岩 義明君
結婚祝いありがとうございました。

南部 建君
とうとう６０歳になってしまいました。 これからは、 健康に気を

つけたいと思います。 誕生日のプレゼント、 ありがとうござい

ました。

崎山 信幸君
私事で大変恐縮でございますが、 ３週間後の１２月６日 （木）

開催の励ます会に大変お忙しい中、 皆様方にお世話になり

ますこと心より御礼申し上げます。 また、 案内文に発起人並

びに世話人としてお名前を寄せて頂きました皆様方には更な

る御礼を申し上げます。 ４期目の挑戦！！とにかく頑張って

参ります。 一人でも多くのメンバーの皆様方に励まして頂け

本日の合計　　　　   25,000 円

本年度の累計　　　  425,000 円

親睦例会活動委員会メンバー

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。

れば勇気１００倍です。 当日、 ご出席を賜りますこと、 切にお

願い申し上げます。 なお、 本日は１３時３０分より特別委員会

（公務） の為、 中座致します事ご理解宜しくお願い致します。

馬場 貴博君
誕生日の御祝いありがとうございます。

川島 千鶴君
だんだんと赤いちゃんちゃんこに近づき、ドキドキしています。

誕生日のお花ありがとうございます。

芥川 圭一郎君
娘、 芥川実希子がお陰様で、 地区事業の短期留学に参加

できるようになりました。 ありがとうございました。 色んな経験

が出来る事に感謝申し上げます。

田添 直記君
誕生日の御花ありがとうございます。

◆年次総会◆
１．開会の辞

２．出席者の確認（定数報告 芥川 圭一郎幹事）

　　　会員総数４７名、 出席者３１名。

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第５条第３節により、 会

　　　員総数の３分の１を上回っており成立が確認された。

３．議長選出

　　　佐世保中央ロータリークラブ細則第４条第１節により崎元英

　　　伸会長を議長とする。

４．議事録作成者指名( 議長指名）

　　　議事録作成者に山口 裕之副幹事が指名された。

５．審議事項

　　　第１号議案

　　　 ・ 2019-2020 年度 ・ 役員理事選出の件

　　　　岩政 孝指名委員長より、

　　　　会長ノミニー ： 池永　隆司君

　　　　副会長 ： 前田　眞澄君　　

　　　　幹 事 ： 山口　裕之君

　　　　会 計 ： 田雑　豪裕君

　　　　ＳＡＡ ： 野村　和義君

　　　　理 事 ： 井手　陽一君、 岩政　孝君、 田添　直記君

　　　　　　　　　田中　啓輔君、 馬場　貴博君、 平岩　義明君

                    馬渡　圭一君、 山瀧　正久君、 吉野　英樹君

　　　　との報告があり全員の拍手で承認された。
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親睦例会活動委員会メンバー

≪次年度役員・理事挨拶≫

会長ノミニー　池永 隆司
みなさんこんにちは。 2020－2021 年度、 会長

ノミニーをご指名いただきました池永です。 指

名委員長の岩政パスト会長をはじめ、 指名委

員会の皆様１ヶ月以上にわたりお疲れ様でし

た。 ある先輩から、 ロータリーの会長は会員みんなでやっていく

ものと教えて頂きましたが、 中央ロータリークラブに入会させて頂

いて 20 年、 等々というかついにというか、 ご指名を頂いてあら

ためて身の引き締まる想いです。 ただ、 昨年度、 岩政パスト会

長の時、 クラブビジョン委員会を立ち上げて頂き、 昨年・今年

度と委員会で色々な議論をさせて頂いていますし、 1 年半ござ

いますので、 今年度の崎元会長、 次年度の南部エレクトの事業

の推進を学ばさせて頂きたいと思います。 皆様のご指導、 ご鞭

撻よろしくお願いします。

副会長　前田 眞澄
まずもって、 大役の副会長へのご承認ありがと

うございました。 南部会長のサポートをさせて頂

きながらクラブのお役に立てるよう頑張りたいと

思います。

幹事　山口 裕之
歴代幹事のようにはいかないかもしれませんが、

頑張って参ります。 皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。

会計　田雑 豪裕
鋭意努力して会の運営に携わって参りますの

で、 ご支援の程、 よろしくお願いいたします。

会場監督　野村 和義
現在の SAA 委員長より勉強をさせていただき、

しっかりした運営を行えるよう頑張ります。 ご協

力をお願いします。

理事 井手 陽一
次年度理事のご承認いただきましてありがとうご

ざいます。 先輩方にご指導をいただきながら、

充実した委員会活動ができるように努力してま

いります。 よろしくお願いいたします。

理事 岩政 孝
南部年度の理事として、 微力ながら努めさせて

頂きます。

理事 田添 直記
承認有難うございます。 皆様方の

お役に立てるように務めさせてい

ただきます。 どうぞよろしくお願い

いたします。

理事 田中 啓輔
岩政会長年度で初めて委員長を経験させて頂

き、 今回が 2 回目の理事となります。 南部会長

をお支えできるよう尽力致します。

理事 馬場 貴博
来年もよろしくお願いします。

理事 平岩 義明
ロータリークラブ入会２２年目になります。 何回

目の理事かわかりませんが、 １年間よろしくお願

いいたします。

理事 馬渡 圭一
次年度の理事を拝命致しました。 一生懸命頑

張りますので、 ご指導の程よろしくお願いいたし

ます。

理事 山瀧 正久
初めての理事になります。 これまで役員は経験

させていただきました。 会員の協力を頂き、 次

年度の南部会長を支えていけるよう頑張ります。

よろしくお願いします。

理事 吉野 英樹
ご指名いただきありがとうございました。ＲＣにつ

いて何も知らないまま大役を仰せつかるわけで

すが、 一年かけて理事として成長させていただ

きたいと思います。 諸先輩方にご教示をいただ

きながら、 一年間一生懸命頑張って行きたいと思います。 よろ

しくお願いします。

会長 南部 建
本日は理事役員のご承認いただき、 ありがとう

ございます。 また、 指名委員会の皆様には、

ご苦労を頂き、 ありがとうございました。 これか

ら半年準備期間を経て、 来年７月からスタート

する訳ですが皆様のご協力を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／１１月２２日１２：３０～

国際ロータリー第２７４０地区 

２０１８-２０１９年度地区大会

11月16日（金）
　　　・記念ゴルフ大会　（石盛岳ゴルフコース）

　　　・ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　　　　　　　　　　（ホテルオークラＪＲハウステンボス）

11月17日（土）　　
　　　・本会議 （アルカスＳＡＳＥＢＯ大ホール）

　　　・懇親会 （ホテルオークラＪＲハウステンボス）

　　　

親睦例会活動委員会メンバー
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