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本日の出席率７８.７２％：会員数４７名・出席２９名・欠席１０名・出席規定免除会員９名・ビジター４名

前々回の修正出席率８８.８８％：出席３１名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席７名

　「純粋」と似た意味の語で「生粋」

という言葉があります。 ほかのもの

が混じっていないという意味です

が、 人の出身や出自についていう

ときに 「生粋の江戸っ子」 などの

形で使われます。 この場合、 東

京の下町に３世代以上にわたって

住んでいる事が条件になるそうで

す。

　本日、 卓話をお願いした円田昭さんは、 ３世代にわたってロー

タリークラブに所属されていますので 「生粋のロータリアン」 とご

紹介してもよいと思います。 ご自身も２８年目、 ２年後に７０周年

を迎える、 佐世保ロータリークラブの２０１４～２０１５年度、 第６５

代クラブ会長であり、 １９９９～２００１年度には２年続けてクラブ幹

事を務められています。 ロータリーの目的についてお話し頂ける

ということなので、 楽しみにしています。

〒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
　　　■ガバナー事務所より

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①「ハイライトよねやま 230」 2019 年 5 月13日発行

　　　■ガバナーエレクト事務所より

　　　　 ・ クラブ米山記念奨学委員長セミナー開催のご案内

　　　　　日時　６月２３日 （日） 東彼杵町総合会館　

　　　　　対象 ：次年度　Ｒ財団・ 米山委員会

佐世保ロータリークラブ　　古賀 巖 様
佐世保南ロータリークラブ　角 康隆 様
ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　
　　　　　　　　　　　　　川崎 伸一 様
北松浦ロータリークラブ　 湊 浩二郎 様 　 佐世保ＲＣ　古賀 巌様

今日は、 円田昭さんの卓話の応援に来ました。 日頃から大

変お世話になっております。 特に本年はガバナー輩出クラ

ブとして大変ご迷惑をおかけしましたが、 例年以上にご協力

いただきありがとうございました。 心から御礼申し上げます。

さらに、 崎元会長 ・ 芥川幹事には同期会長幹事として市内８

ＲＣ会長幹事会はもとより、 色々と助けて頂きました。 大変お

世話になりました。

ハウステンボス佐世保 RC　川崎 伸一様
本日は佐世保ＲＣの円田さんの卓話と聞き、 危険な発言がな

いか ? チェックしに参りました。

北松浦 RC　湊 浩二郎様
おかげさまで、 市議会議員に３期目の当選を果たしました。

そして、 崎山会員の議長就任おめでとうございます。

　　　■第２７４０地区　公共イメージ委員長　久保　泰正より

　　　　 ・ 地区研修 ・ 協議会　公共イメージ部門　アンケート調査

　　　■ハウステンボス佐世保ロータリークラブより

　　　　 ・ 第 8 回市内８RC 会長 ・ 幹事会議事録のご送付

　　　　 ・ 次年度岡田ガバナー補佐プロフィール

 5 月　1 日　有吉　中　・征子　ご夫妻
５月　３日　竹本　慶三・多恵子 ご夫妻
５月　５日　崎山　信幸・やよい ご夫妻
５月　９日　福田　英彦・ちづ子 ご夫妻
５月２０日　南部　　建・裕子　 ご夫妻
５月２４日　八重野一洋・貴久実 ご夫妻
５月２８日　松尾　英機・澄恵　 ご夫妻

昭和３５年５月　８日　片桐　康利 君
昭和５２年５月２９日　倉科　聡一郎 君
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本日の合計　　　　   26,000 円

本年度の累計　　　  725,000 円

　佐世保ＲＣ　２８年目です。 よろしくお願いします。

ロータリーの目的のひとつ、 奉仕についてですが 最近やっと私

の意に沿った形になってきました。 詳しい事はガバナー補佐に

お聞きください。

　私はＪＡ会館の所で生まれ育ちました。 当時はアメリカ人がたく

さん生活をしていました。 若いころはアメリカ旅行も行きました。

かなりの場所にいきましたが、 私の場合は旅でした。 行きと帰り

だけ決めて行くというものでした。

　２０１３年４月２日～１７日、 アメリカ大陸横断の旅に　岩政、 指

山、 川﨑、 円田４名で行きました。

　まず、 ニューヨーク、 グラウンドゼロ、 ヤンキースタジアム、 翌

日にレンタカーを借りてワシントンＤＣへ。 スミソニアンへ行きまし

た。 食事はデニーズ、 マクドナルドでした。 次はテネシー州に

入りました。 宿泊のコツは大都市の手前の町に泊まる事です。

　そして、 ダラスへ行き、 レンジャースの球場、 ケネディ大統領

の事件の現場へ行きました。 さらに、 オースチンヘ行き、 ニュー

メキシコへも行きました。 色々なことがありました。 無事にサンフ

ランシスコに到着する事が出来ました。

　２週間の男だけの旅でした。 色々な貴重な経験が出来、 友情

も深まりました。

佐世保ロータリークラブ　
　　　円田 昭 様　

ＳＡＡ： 崎山信幸君　次回例会／５月２３日１２:３０～

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古賀 巌様　佐世保南ＲＣ角 康隆様　ハ

ウステンボス佐世保川﨑 伸一様　北松浦ＲＣ湊 浩二郎様の

ご来訪を心より感謝申し上げます。

正式には、 明日の臨時会で決定となるようですが、 崎山信

幸会員、 議長就任、 おめでとうございます。 これから、 多忙

な日々を送られると思いますが、 会員一同、 崎山会員の益々

のご活躍を祈念いたします。

また、 本日は、 佐世保ロータリークラブ、 円田　昭様によりま

す 「ロータリーの目的」 についての卓話となっております。 楽

しみにしておりますので、 よろしくお願いします。

福田 英彦君
先日は４９回目の結婚記念日にクラブからの素晴らしい花を

贈って頂き有難うございました。 来年は中央ロータリークラブ

３０周年、 私たちは５０周年、 良い年でありますように。

指山 康二君
円田 昭様の久々のご来訪ありがとうございます。 悪友 円田 

昭君の卓話、 何が飛び出すか楽しみです！よろしくお願いし

ます。

崎山信幸君　市議会議長おめでとうございます。 親子２代で

市議会議長快挙です！また、 中央ＲＣから市長と市議会議

長輩出とダブル快挙です。 アットホーム中央でよかった。 皆

様ありがとうございます。

竹本 慶三君
円田 昭さんの卓話　楽しみにしています。 ようこそいらっしゃ

いました。

橋口 佳周君　四元 清安君
円田 昭様のご来訪ありがとうございます。

牛島 義亮君　井上 亮君　岩政 孝君
本日は、 日頃より敬愛してやまない佐世保ＲＣ円田昭会長に

わざわざお越し頂き、 卓話をお願いするなど、 ただただ 「感

謝のきわみ」 であります。 波乱万丈で豪快なお話を楽しみに

しております。

崎元 英伸君
今は無き名門？佐世保市立花園中学校第９回同窓の円田 

昭君の卓話に感謝して。

南部 建君
円田 昭様、 ようこそ中央ＲＣへ。 ぜひ、 次年度もよろしくお

願いします。

結婚記念日のお花ありがとうございます。 まだ届いていませ

んが先にニコニコします。

崎山 信幸君
結婚記念日の可愛い素敵なお花ありがとうございます。 別件

で新聞を騒がせておりますが、 今後もしっかり頑張って参りま

す。

野村 和義君
円田 昭様の美しく華麗で品のある卓話を期待してニコニコい

たします。 どうぞ、 よろしくお願い致します。

八重野 一洋君
円田 昭さん、 ご来訪及び、 卓話までして頂きありがとうござ

います。 で、 何についていの卓話ですか？期待しています。

それと、 結婚記念日の花が２４日に届く予定とのことです。 あ

りがとうございます。 ニコニコします。
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