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本日の出席率８９.１％：会員数４７名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員７名・ビジター１名

前々回の修正出席率８６.３６％：出席２８名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席６名

　本日は元号平成での最後の例会

になります。 平成は元号のなかで

は四番目の長さでした。 皆さんが

生まれた昭和が群を抜いて長く、

明治、 応永と続きます。 「うち平ら

かにそと成る」 という中国の古典，

史記の一文に由来し、 国内外の

平和を祈念してのものだそうです

が、 その由来の国が現在のような国際的影響力を持つようにな

るとは、 思い至らなかったのではないでしょうか。

　この後、 お知らせしている議案で、 臨時総会を予定していま

す。 皆様のご協力をお願い致します。

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

”アットホーム” 中央で良かった！

１．来信
　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 事務所休業のお知らせ　４月２７日～　５月６日

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　 ①2019 年規定審議会

　　　　   「全規定審議会提出立法案、 規定審議会採択立法案」

　　　　 ②タイ王国に於ける水に関する環境衛生指導

　　　　　　及び薬局事情財団委員会薬剤師チーム

　　　　 ・ 『ロータリーデー 2750　フェスタ 2019』 ご案内

　　　　　　５月１２日 （日） １０時～　東京都　アークカラヤン広場

　　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　　 ・ 事務局休業のご案内　４月２７日～　５月６日

　　　　■旭川空港ロータリークラブ

　　　　　 ・ 合同例会開催のご依頼

　　　　　　　日時　１０月２１日 （月）　　場所　佐世保市にて

クラブビジョン委員会　池永 隆司副委員長
平成最後のロータリー情報、　平成にちなんで少し紹介。

　佐世保中央ＲＣは１９９０年、 平成２年創立ですが、 ロータリー

クラブ名は地名と方角の組み合わせが多くありますが、 「平成」

と名前が付いたクラブをインターネットで調べたところ、 ６クラブ

ありました。

　　 ・ 熊本市の 「熊本平成ＲＣ」

　　　　平成元年９月３０日設立。 会員２９名、

　　　　名前の由来は、 平成元年に設立したため。 　

　　 ・ 福岡市の 「福岡平成ＲＣ」

　　　　平成４年９月１１日設立。 会員５３名

　　 ・ 大分県中津市の 「中津平成ＲＣ」

　　　　平成元年１１月１６日設立。 会員２３名

　　 ・ 兵庫県加古川市の 「加古川平成ＲＣ」

　　　　平成元年６月１４日設立。 会員１６名

　　 ・ 神奈川県伊勢原市の 「伊勢原平成ＲＣ」

　　　　平成２年３月６日設立。 会員１９名

　　 ・ 宮城県仙台市の 「仙台平成ＲＣ」

　ロータリーにおける女性会員の誕生ですが、 １９７８年カルフォ

ルニア州デュアルテＲＣは国際ロータリーの定款に反して、 ３人

の女性の入会を認めました。 その結果国際ロータリーは、 同ク

ラブの加盟を終結しました。 しかし会員たちは屈することなく例

会を続け、ロータリーエンブレムの上に 「×」 をつけた新しいバッ

チを作り、デュアル元ＲＣとして活動し、１０年後、国際ロータリー

に再加盟したデュアルＲＣから、ロータリー初の女性会長として、

シルビア ・ ウィットロックさんが、 会長エレクト研修セミナー （Ｐ

ＥＴＳ） に参加。 ほどなくして、 １９８９年、 平成元年に規定審

議会は、 男性だけの入会資格条件を永久に削除したそうです。

２．依頼・伝達
　　　　 ・ ウェルカムドリンクについて

　　　　　　お酒の提供　　　１８：００～１８：３０

　　　　　　飲酒可能時間　　１８：００～点鐘まで

　　　　　　参加費：１０００円を BOX へ

　　　　　　飲み物は：基本持ち込み （焼酎 ・日本酒 ・ 洋酒等）

　　　　　　　　　　　冷えたビールは、 別途注文になります。

　　　　 ・５月よりクールビズスタート

　　　　 ・ 事務局休業　　４月２６日～　５月６日

佐世保北ロータリークラブ　緒方 信行様
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本日の合計　　　　   24,000 円

本年度の累計　　　  678,000 円

佐世保北 RC　緒方 信行様
久し振りにメークアップに寄らせて頂きました。 本日はお世話

になります。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 佐世保北 RC　緒方 信行様の来訪を心より感謝申

し上げます。

選挙も無事に終わり、また、本日は、平成最後の例会日となっ

ています。 ということは、 皆様のご協力のもと、 無事に１０ヵ

月を終えようとしています。 ありがとうございます。

本日は、 臨時総会と釜山蓮山 RC 公式訪問報告会となって

おります。 参加された方々、 よろしくお願いします。

西村 浩輝君
今月２９日の結婚祝いの花、 まだ届いていませんがありがとう

ございます。 又、 先日 武雄で開催されたスポーツウェルネ

ス吹き矢大会において 「一本勝負　勝ち残り戦」 で優勝でき

ましたのでニコニコします。 ありがとうございます。

山瀧 正久君
崎山会員の当選、 心よりお喜び申し上げます。

指山 康二君
皆様のご支援のお陰を持ちまして、 朝長市長、 崎山信幸市

議、 四期目の当選をすることが出来ました。 合わせて、 緒方

様、外間県議も四期目当選おめでとうございます。 「アットホー

ム中央で良かった」 が実現できました。 今後 「佐世保のまち

づくり」 の為に活躍して頂くことが、 皆様への応えです。 皆

の友情を忘れることなく頑張って下さい。

岩政 孝君
統一地方選挙も終わりました。 崎山会員も宮﨑正典会員も

お疲れ様でした。

崎山 信幸君
先般の市議会議員の選挙では、 メンバーの皆様方には大変

お世話になりました。 ４４名の多くの立候補者での選挙戦、

まったく票が読めずに苦しい戦いでした。 かなりの危機感の

中、 終盤メンバー皆様方の底力を感じながら前に進むことが

出来ました事、 心から感謝でございます。 ４年間しっかり仕

事が出来ますので、 ４期目の 「さきやま」 にご期待ください。

仕事でご恩返しをしっかりといたしますので、 気軽にお声を

おかけください。 改めまして、 あつく、 あつく、 御礼を申し上

げましてニコニコ致します。

前田 眞澄君
結婚祝いの花束、 ありがとうございました。 ２回目ではありま

すが、 ８年目に突入です。 カミさんも大台に突入しました。

どこまで成長するのでしょうか。

宮﨑 宗長君
結婚記念日の御祝いのお花をいただき、 ありがとうございま

す。 早いもので、 結婚３５年を迎えました。 この先も、 夫婦と

もども元気に過ごせればと思っております。

宮﨑 正典君
まずは崎山先生、 当選おめでとうございます。 皆さんに気を

使わせており大変ご迷惑をかけておりました私の義理の兄、

角田隆一郎も無事当選させていただきました。

片桐 康利君
釜山訪問しました。

審議事項

・ 2019-2020 年度 ・ 役員理事変更の件

佐世保中央ロータリークラブ細則　第３条　第５節

『役員エレクトまたは理事エレクトも地位に生じた欠員は、

残りの被選理事会の決定によって補填すべきものとする』

　　　　幹事 ： 山口 裕之君　体調不良の為　退任

　　　　幹事 ： 田中 啓輔君　選出

　　　　理事 ： 宮﨑 宗長君　追加

との報告があり全員の拍手で承認された。

 

≪次年度幹事挨拶≫

次年度幹事　田中 啓輔
しっかりと努めていきますのでご協力をよろしくお願い

致します。

◆臨時総会◆

片桐 康利君
　文化、 考え方の違いを改めて感じましたが、 これからも交流を

するに当たって、 奉仕活動を共同で行いたい等の話もあり、 考

え方は違いますが、 奉仕を行うという点については接点を見つ

けることができる機会となりました。 ご飯が大変おいしかったで

す。

宮﨑 正典君
　２年振りに韓国を訪問しました。 ロッテデパートがリニューアル

されていて、 インバウンド対応の設備になっていて感心しました。

１０月の来訪では全員で歓迎しましょう！

岡 光正君
　私は、 入会して毎回公式訪問に参加しています。 訪問の度に

感じる事は、 釜山ヨンサンＲＣの会員の減少です。 今回も更に

減って１８名でした。 若い会員が入会しても直ぐに退会されてい

るのが現状の様です。 この１８名も古いベテランだけが残ってい

るように感じました。

　我々の佐世保中央ロータリークラブは、 お蔭様で若い会員が

増え大変素晴らしい事だと思います。 これからも活気あるクラブ

になって欲しいと思います。

釜山蓮山 RC 公式訪問報告

ＳＡＡ： 宮﨑正典君　

次回例会／５月９日１８:３０～
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