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本日の出席率８１.６３％：会員数４７名・出席３３名・欠席６名・出席規定免除会員５名・ビジター０名

前々回の修正出席率７７.７７％：出席２２名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席７名

　本日は２０１８～２０１９年度初めて

の新会員入会セレモニーを行いま

す。

　川上仁哉君、 藤井寿人君の入

会を心から歓迎し、 お二人が佐世

保中央ロータリークラブの新しい魅

力、 原動力になっていただくことを

期待しています。 明るく豊かな地

域のため、 平和な国際社会の実現ため、 共に手を携えて、 楽

しみながら活動しましょう。

　ロータリークラブでは、 会員拡大ではなく会員増強です。 会

員増強の 「増」 は増減、 数量のことですから会員数を増やすこ

とですが、 「強」 は強弱、 質のことです､高い資質を持って入会

した会員がさらに学び、 自己研鑽を重ねることで 「会員増強」

が成ると考えます。 会員増強委員会の益々の活躍に期待しま

す。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．例会休会
　　　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　　日時　６月２４日 （月）

２．来信
　　　■ガバナー事務所より

　　　　 ・ 8 月号特集用　情報収集のお願い

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 会員増強セミナー開催のご案内

　　　　　　日時　7 月28日 （日） 1４：00 開会 ～ 16： 00 閉会

　　　　　　会場　東彼杵町総合会館　大会議室

　　　　 ・ 米山梅吉記念館 50 周年記念式典のご案内

　　　　　　日時　９月14 日 （土）　14:00 開式

　　　　　　会場　東レ総合研修センター （三島市）

　　　　　　　　　　米山梅吉記念館　　　

　　　■佐世保東ロータリークラブより

　　　　 ・ 第３回佐世保市内８ＲＣ会長幹事会議事録

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
先程気付きました、 ニコニコ BOX の封筒に記載されている

文言。 「楽しいこと！嬉しいこと！あなたの喜びは、 みんなの

喜び！！そして社会を明るくします。」 という気持ちを込めて

にこにこします。

本日は、 最終のクラブ協議会です。 各委員長の皆様、 よろ

しくお願いします。

芥川 圭一郎君
昨日、 晴天の中、 日帰りで壱岐へ行ってきました。 博多港８

時発のジェットフォイール、 所要７０分で着き、 滞在５時間で

真珠の養殖所を見学し、 １４時半のジェットフォイールで帰っ

てきました。 さすがに昨日はくたくたでしたが、 貴重な見学が

出来、 真珠養殖の大変さが分かりました。 にこにこします。

筒井 琢磨君
６月７日の結婚記念日に素敵なお花を頂きありがとうございま

した。 今年は結婚１０周年なのでビッグなプレゼントを買う予

定です。 ありがとうございました。

会員一同
新入会員の川上君、 藤井君の初参加を記念して全員ニコニ

コします。

本日の合計　　　　   45,000 円

本年度の累計　　　  830,000 円



第1350回　令和元年6月13日号　P2 .

会場監督（SAA）宮﨑 正典委員長
　本年度、ＳＡＡ委員会は年当初に１

年間の役割分担を決め、各例会毎に、

メインとサブの２名体制で実施しまし

た。各委員も責任感が強く、自分が欠

席の場合には必ず、他の方に連絡をし、

代行してもらいました。

　また、来賓、ビジターの来訪を歓迎し、親睦委員会及び

事務局との連携をとりながら、開始終了の時間厳守に努め

ました。以前より私語が少なくなり、メリハリのある例会

が出来たと存じます。

■ 第 9 回クラブ協議会 ■

クラブビジョン 岡 光正委員長
　歴代会長・幹事会を開催し「創立３

０周年」に向けた、準備段階の組織や

３０周年のビジョンについて議論致し

ました。また、年間「４７回」開催し

た例会は、会員の皆様方から情報提供

を頂き、幹事を中心に充実したプログラムを実施しました

が、出席率向上と欠席者に対してメークアップのフォロー

については、反省すべき点が多々ありました。

　次年度は、３０周年目前の年です。本年度、委員会で協

議した内容を引継いで頂き、より良い３０周年を迎えて頂

きたいと思います。

親睦例会活動 山口 裕之副委員長
　夏の納涼家族例会においては近年無

かったバーベキューを計画し猛暑の中

準備から後片付けまでお手伝いいただ

き、夕映えの九十九島に皆様の笑い声

を響かせる事ができました。忘年家族

式典例会・出席 前田 眞澄委員長
　当委員会の事業といたしまして、「新

旧会長副会長幹事交代式」、「創立記念

式典例会」そして「新年例会」の企画、

準備、運営を行いました。

　クラブ創立以来２８年間継続して行

われている二大式典、完成度の高い式典構成を引き継ぎな

がらも何か一つ新しいものを取り交ぜながら、その年なら

ではの式典を行うことを念頭に事業を行いました。特に創

立記念式典例会では崎元会長のスローガンである「“アット

ホーム”中央で良かった！」のその文言通りの雰囲気を皆

様のご協力のお陰で醸し出すことが出来ました。

公共イメージ・会報 香月 章彦委員長
　一年間を通じて、例会、訪問者、卓

話者及び卓話風景を委員会メンバーと

共に写真撮影及ビデオ撮影を行ってき

ました。

 例会中の会長あいさつ、幹事報告、

各委員会報告などは例会が終わるまで

に文章として提出してもらうか、メールにて事務局に送信

してもらい、卓話者には後日、文章にて頂戴するよう努め

ました。

 クラブ週報の編集は、次回例会前日までに事務局員に編

集してもらったものを、校正して発行しました。会員、委

員会メンバーの協力もあり比較的早い週報の発行が出来た

と思います。

会員増強 八重野 一洋委員長
　こちらから出向いて勧誘に行く手法

から例会見学体験に来て頂くという企

画をたて 8 月と 12 月の 2 回、通算 14

名の入会見込み者の参加を得る事がで

きその中から 2 名の方の入会を確保す

ることができました。ストレートな勧誘よりは本人の意思

で見学体験して頂く方法は形を変えてでも同様の企画は継

続して頂きたいと思いました。

　　　川上　仁哉 君
職業分類 ； ユニホーム販売

勤務先 ； ( 有 )　カワカミ　代表取締役

推薦会員 ； 前田 眞澄君　　

               山口 裕之君

　　　 藤井　寿人 君
職業分類 ； 鉄工業

勤務先 ； 振興産業 ( 株 )　常務取締役

推薦会員 ； 片桐 康利君　　

               倉科 聡一郎君

新入会員の紹介 例会ではデ・ハールにてくつろぎの空間の中、例会を行わ

せて頂きました。延寿会におきましては、対象者が多かっ

たこともありレオプラザホテルにて行いました。

　通常例会では式典例会出席委員会と共になごやかな雰囲

気が作れたと思います。

職業奉仕 西村 浩輝副委員長
　本年度は１１月に社員招待例会（映

画例会）、３月に職場訪問例会、４月

に九州国際重粒子線がん治療センタ－ 

サガハイマット 中川原理事長による

卓話、この３つの事業を行いました。

職場訪問例会では、水陸機動団の広報の方に大変お世話に

なりました。又、他の事業でも会員の皆様の協力で無事終

える事が出来ました。ありがとうございました。
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ＳＡＡ： 宮﨑 正典君　

次回例会／６月２０日１２:３０～

奉仕プロジェクト 岡田 文俊委員長
　奉仕プロジェクト委員会は、２０１

８ -２０１９年度において社会奉仕委

員会と青少年奉仕委員会と協力して、

委員会の目的である五大奉仕部門の一

翼である「地域における生活の質の

向上」と「青少年若者の好ましい成長」を実現するよう活

動しました。

　先ず「奉仕」とは何かを考えるために９月２０日クラブ

フォーラムにおいて委員長からの提言をおこないました。

　ついで１２月１６日佐世保キラキラフィエスティバルに

佐世保中央ロータリー主催行事として公式参加し「市民交

流会」を開催しました。本イベントは小学生から成人まで

の幅広い演技者と雨にも関わらず鑑賞してくれた沢山の市

民たちの力で成功裏に予算内で終了しました。昨年の野外

イベントで問題となった「参加者の寒さ対策」などはキラ

キラフェスティバル実行委員会の運営員との設営協議を深

めたことでほぼ解消しております。支援学校教頭からは、

このイベントが生徒たちに貴重な発表の機会を与えている

ので来年も継続していただきたい旨申し入れをいただきま

した。

　支援していただいた会員各員への深謝と是非、継続をお

願いしたいと思います。

国際奉仕・R 財団 四元 清安委員長
　主な活動として国際交流委員会は、

令和元年４月１０日より一泊にて韓国

釜山蓮山ＲＣの２８周年記念式典に出

席いたしました。公式訪問メンバーは

片桐副委員長を中心に会長幹事を含め

１０名で訪問いたしました。

　Ｒ財団・米山奨学記念委員会ではポールハリスフェロー

３名の登録となりました。これからもＲ財団の寄付には委

員会として考察を続けていきたいと思います。
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