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本日の出席率７９.５％：会員数４７名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員６名・ビジター１名

前々回の修正出席率８２.２２％：出席２５名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席７名

　先週１６日 （土曜日）、 国際ロー

タリー第２７４０地区第５グループ、

北松浦ロータリークラブの創立５０

周年記念式典が江迎地区文化会

館で開催され、 ご招待を受けてい

ましたので、 芥川幹事と出席いた

しました。 北松浦ロータリークラブ

は、 度々メイクアップされるので、

すっかりお馴染みの、 湊浩二郎さんが所属されているクラブで、

佐世保ロータリークラブをスポンサークラブとして、 １９６９年１月

に設立されています。 今回、 創立５０周年の記念事業として、

佐々町の公園 「でんでんパークさざ」 に時計モニュメントを寄贈

されたことは、 新聞でも報道されました。 会場を移動して 「サン

パーク吉井」 で、 １００名余りのロータリアンや、 OB を招待して

盛大に開かれた記念懇親会の様子も、 今後の参考になればと、

芥川幹事が多くの写真を残しています。

　夜遅くなった帰路、 迎えに来ていただいた、 幹事の奥様に感

謝いたします。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会変更・休会
　　変更＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　日時　３月２８日 （木） １８：３０～　　香門 （東彼杵町）　

　　　　　　　　※夫人同伴観桜例会のため

　　休会＊佐世保南ロータリークラブ
　　　日時　３月１日 （金）　※クラブ定款第６条第１節による

２．来信
　　　■ロータリー米山記念奨学会

　　　　・ハイライトよねやま227号　発行のお知らせ

国際奉仕・R 財団委員会　四元 清安 委員長
　いよいよ、 釜山蓮山 RC２８周年記念式典例会公式訪問の最

終申し込みの期限となりました。 ほとんどの方は一泊での訪問

となります。 朝早く帰られる方、 最終便で帰る方の飛行機の手

配もありますので、 早く申し込みをお願いします。 副委員長の

片桐君から問い合わせがあると思います。

　自分で手配される方も片桐君までご報告ください。 来週中に

は西肥バス旅行社に申し込まなければなりませんので、 宜しく

お願いします。

伊万里西ロータリークラブ　百武 誠様

　　　■佐世保北ロータリークラブ

　　　　・東、 北、 中央ゴルフ対抗戦のご案内

　　　　　日時　３月１６日 （土） １１：１５集合

　　　　　場所　佐世保カントリークラブ

３．依頼・伝達
　　・２月１６日に北松浦RC創立５０周年記念式典・懇親会へ　

　　　参加しました。

　　・２０日、 奉仕プロジェクト開催時に行いました、 募金の支援

　　　金を佐世保市へ祇園みどりの少年団代表者と共に寄贈し　

　　　ました。

　　・１９日、 チャーターメンバーで２００３～２００４年に会長をさ

　　　れました、 黒川敏行さまがご逝去されました。 謹んでお悔

　　　やみ申し上げます。

　　・メールBOXが重たくなっています。

２月　３日　岡　　光正・晴美 ご夫妻
２月　９日　山口　裕之・和子 ご夫妻
２月１４日　浅野　訓一・由美 ご夫妻
２月２２日　岡田　文俊・順子 ご夫妻
２月２９日　馬渡　圭一・恵梨 ご夫妻
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本日の合計　　　　   31,000 円

本年度の累計　　　  592,000 円

　　　　水陸機動団の

　　　　　 ・ 概要

　　　　　 ・ 沿革

　　　　　 ・ これからについて

陸上自衛隊 水陸機動団 副団長　
　１等陸佐　小野田 宏樹 様　

　 水陸機動団について

ＳＡＡ： 田中啓輔君　次回例会／２月２８日１２:３０～

昭和３５年２月　１日　野村　和義 君
昭和２７年２月　３日　牛島　義亮 君
昭和３８年２月　８日   井手　陽一 君
昭和３２年２月　９日　平岩　義明 君
昭和４６年２月　９日　山口　裕之 君
昭和２５年２月１０日　岡田　文俊 君

伊万里西 RC　百武 誠様
初メークアップさせていただきます。 本日は宜しくお願いしま

す。 先月入会したばかりなので勉強させて頂きます。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 伊万里西 RC より百武 誠様の来訪を心より感謝申

し上げます。 本日は、 昨年４月に発足しました、 水陸機動

団につきまして卓話をいただきます。 大変興味深いお話が

聞けると思います。 会員一同楽しみにしております。 水陸機

動団　副団長　小野田　宏樹様　よろしくお願いします。

岡田 文俊君
延寿会お世話になりました。 宿題だった市民交流会の募金、

無事昨日市長に伝達できました。 ありがとうございました。

指山 康二様
水陸機動団副団長小野田様のご来訪心より歓迎いたします。

牛島 義亮君
先日は両親睦委員会の皆様方、 大変お疲れ様でした。

浅野 訓一君
結婚記念日のお花をありがとうございました。 玄関が明るくな

りました。

崎山 信幸君
先週の延寿会によるお祝い、 誠にありがとうございます。 ま

だまだ、 はなたれ小僧の還暦です。 今後ともご指導よろしく

お願い申し上げます。

宮﨑 祐輔君
先日は、 還暦のお祝いをしていただき、 誠にありがとうござ

いました。 特に田添さんには外遊前で多忙の中、 お手数を

おかけしてすみませんでした。 還暦記念にいただいたアメリ

カ製のマイクは、 期待通りに美声を電波に乗せてくれていま

す。 牛島委員長をはじめ、 お世話いただいた委員会の皆様

に心より御礼申し上げます。

野村 和義君
誕生日プレゼントありがとうございました。 ５９歳になります。

いよいよ来年は還暦です。 よって、 来年の延寿会は長崎か

ら検査をよんで変面ショーをよんで、 スーパーコンパニオン

を呼びます。 会費は前田眞澄君がなんとかすると思いますの

で、 宜しくお願いします。

井手 陽一君
誕生日祝いありがとうございます。 今後も日々精進致します。

岡 光正君
２月４日に 「福岡税務署　法人課税第三部門の○○です。 ２

月１８日月曜日から三日間、 御社に印紙税関連で税務調査

に伺います」 と電話がありました。 え～なんで福岡税務署か

ら！と少々 「ドキドキ」 していました。 結果、 ３年分見られ二

日間で終わりましたが、 別途、 追徴分を納税する事になりま

した。 皆様、 契約書、 請書、 注文書、 覚書などの書類に

定められた印紙は貼っていますか？詳しい話が聞きたい方

は、 一席設けて頂ければ個別に受け付けます。 追徴はあり

ましたが、 とりあえず終わったのでニコニコします。

吉野 英樹君
先週の延寿会では、 私の双子の弟が賀寿の皆様に大変失

礼な言動だったと聞きましたのでこの場をお借りして御謝り申

し上げます。 諦めていたかつらと衣装代を委員会費から頂け

るとのことですので、 その額をニコニコします。

山口 裕之君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 また、 最近はやり

の入退院をして少しスリムになりました。 ご心配をお掛けしま

した。 ありがとうございました。

馬渡 圭一君
皆さん、 先日の延寿会は大変お世話になりました。 紋付き

袴は人生で初体験であり、 大変貴重な機会でした。 お祓い

においても、 これでもかというくらい大きなお札をいただきまし

て、大変感謝しております。 宴会では、「フレディ・マーキュー

リー」 と 「そろりそろり」 が脳裏に焼き付いて　一生忘れられ

ない思い出になると思います。 本当にありがとうございました。
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