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ロータリーは 出愛 のきずな
楽しもう！ロータリー！

楽しもう！　　　　クラブ奉仕
皆んなに見せよう！　職業奉仕
青少年・まちづくり！社会奉仕
親愛のきずな！　　　国際奉仕
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‘08～‘09年度クラブ・スローガン

サブ・スローガン

‘08～‘09年度R.I テーマ

夢をかたちに

会長挨拶 ・ 指山康二 君

本日の出席率 97.6％

前々回の修正出席率 97.5％

会員数　　　　　　41名
出席　　　　　　　40名
欠席 (免責 0名 )　　1名
ビジター  　　　　   7 名

出席　　　　　　　 34名
メークアップ　　　　5名
出席規定除外　　　　0名

　佐世保中央ロ－タリ－クラブ第 18 代会長の指山です。いよいよ、佐
世保中央ロ－タリ－クラブ会長としての一年間が始まります。一年間宜
しくお願い致します。  
　まずは、前年度の牛島会長始め役員理事の皆様本当に一年間お疲れ
様でした。又先週の会長幹事交代式に、全会員１００％出席して頂き、
又会員の奥様方にも多数ご出席頂き、名誉会員の佐世保市長朝長則男
ご夫妻にも来賓として御出席頂き、無事終了しました事に感謝申し上げ
ます。特に新旧のＳＡＡと親睦活動委員会の皆様には、今回の会長幹事
交代式は、会長・副会長・幹事の三役の交代式として、初めて企画して
頂き重ねて御礼申し上げます。どのような評価だったかは解りませんが、
会長幹事交代式が終わった後、某ロ－タリ－クラブ会長で某ホテルの社
長様から携帯に電話があり「中央ロ－タリ－クラブよかね。会長挨拶楽
しく言えて！楽しかね！中央ロ－タリ－クラブは。」の言葉を頂き、ホッ
トした次第です。佐世保ロ－タリ－クラブ・佐世保南ロ－タリ－クラブ
等は歴史あるクラブですが、遠田会長は佐世保ロ－タリ－クラブ 58 代
会長で、私は佐世保中央ロ－タリ－クラブ 18 代会長です。40 年の歴史
の違いがあるわけですが、佐世保中央ロ－タリ－クラブは佐世保中央ロ
－タリ－クラブの主体性をもって活動してもいいのではないかと改めて
認識いたしました。佐世保中央ロ－タリ－クラブ会長として佐世保中央
ロ－タリ－クラブの伝統を汚す事がないか、職務の重圧を感じています。
還暦を迎えるこの一年を私自身の修練の場と自覚し、話は短くし、明る
く楽しいクラブを会員の皆様と共に創って行きたいと思います。
　本年度の佐世保中央ロ－タリ－クラブのテ－マは、「ロ－タリ－は出愛
のきずな」　活動し、そして「楽しもう！ロ－タリ」です。今年度の会長
の運営方針は、卓話の時間に 30 分タップリとお話をさせて頂きます。

今日の第１回例会の会長としてスタ－トする前に昨日、会長としての仕
事をさせて頂きました。朝 9 時より市内８ＲＣの会長幹事の方々と、朝
長佐世保市長表敬訪問に行って参りました。そして佐世保ロ－タリ－ク
ラブ遠田会長の第１回例会に、岩政幹事・竹本パスト会長・田端君・川
島君と5人出席してきました。本日当クラブにも各クラブの先輩・同級生・
後輩のロ－タリアンの方々に、メイキャップして頂いています。3年前の
佐世保南ロ－タリ－クラブ圓田治会長の時は、メイキャップなんと25名
でした。今日のご来訪者は、指山会長・岩政幹事が心配で、親しい仲間
に駆けつけて頂いています。これこそ「ロ－タリ－は出愛のきずな」　で
す。ご来訪者の皆様方の友情に感謝致します。
　佐世保中央ロ－タリ－クラブは、この 3ヶ月間で 5 名の新入会員が入
会されました。特に初の女性会員の後田明子君と川島千鶴君 2 名と、最
年少会員 Dr. 中村貴君が入会され、そして記念すべき第１回例会に、朝
長市長誕生後1年間、待ちに待った白十字会から新入会員の浅野訓一君
と、建築士会青年部長で私の片腕として頑張って頂いております、瀬戸
浩君が入会されました。本当に嬉しい限りです。会員 41 名で、新しい、
良いスタ－トが切れそうです。今日から１年間、皆様の御協力を得まして、
楽しいクラブ運営を行っていきたいと思います。宜しくお願い致します。
　以上をもちまして第１回例会の会長挨拶と致します。本日は誠にあり
がとうございました。

　佐世保RC　　　　　円田　昭様 ・ 木村　公康様 ・ 古賀　巌様
　　　　　　　 　　    中島　祥一様 ・ 松尾　文隆様
　佐世保南RC　　　　圓田　治様
　HTB佐世保RC　  　川崎　伸一様　

1.例会変更
　・ありません
2.来信
　・国際ロータリー
　　　　半期報告書
　・(財 )ロータリー米山記念奨学会
　　　　2008年度上期普通寄付金のお願い
　・ガバナー事務所
　　　　クラブ月報書式　

本日のビジター紹介

幹事報告

Make Dreams Real



ニコニコボックス
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　・直前ガバナー事務所
　　　１）ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
　　　２）2007～2008年度新会員を推薦された会員数のお尋ね
　・佐世保市文化交流課
　　　大韓民国・京畿道坡州 (きょんぎどうばじゅ )と佐世保市の国際親
　　　善都市提携にかかる意向書調印祝賀パーティーの開催について　
　　　(ご案内)

＊佐世保ＲＣ　遠田 公夫　様
　指山会長、いよいよ船出デスね！幹事が時々、健忘症にかかるのが心  
　配です。私も佐世保ＲＣの会長、互いに情報共有しながら、楽しい１年
　にしようネ。今日は朝から熊本行きで参加出来ずにすみません。佐世
　保ＲＣの強力な幹事、副幹事が代理参加させて頂きます。

＊佐世保ＲＣ　中島 祥一　様
　指山会長、岩政幹事ほんじつは船出おめでとう。航海の無事を御祈り
　します。急カーブを切らんごと！

＊佐世保ＲＣ　木村 公康　様・松尾 文隆　様・古賀 巌　様
　牛島直前会長一年間お疲れ様でした。指山会長、岩政幹事一年間が
　んばって下さい。

＊佐世保ＲＣ　円田 昭　様／HTB佐世保ＲＣ　川崎 伸一　様
　岩政君　頑張れ！！　崎元副会長もです。

＊佐世保南ＲＣ　圓田 治　様
　牛島前会長におかれましては一年間ご苦労様でした。指山会長、岩政幹
　事のこれからの一年間が心配で参りました。会員の皆様方、どうか一年
　片目をつぶっていて下さい。地区大会も宜しくお願い申し上げます。

cooperate with パソコン倶楽部editorial staff：出席・週報委員会

＊元会員　レコード屋（平瀬 栄　様）
　指山会長、崎元副会長、岩政幹事就任おめでとうございます。カミカ
　ミならない、脱線しないバッチリの挨拶期待しています。頑張ってね。
　レコードとスポーツなら○○○○・・・・でした。

＊指山 康二　会長、崎元 英伸　副会長、岩政 孝　幹事
　私共、三役　皆様の前に座らせて頂き、大変緊張しております。本日は
　多くのビジターの皆様にもご出席して頂き心より感謝申し上げす。多く
　は語らず、ただ一年間よろしくお願い致します。又、本日の卓話は指山
　会長３０分間と成っておりますが、たぶんあっち行ったり、こっち行っ
　たりに成ると思いますので、ご了解お願い致します。 

＊牛島 義亮　直前会長
　前期は会員の皆様に大変お世話になりました。今日からは指山丸のス
　タートです、頑張って下さい。崎元副会長、岩政幹事も息切れしない
　ように、ついて行って下さいね。

＊四元 清安　直前幹事
　指山会長・崎元副会長・岩政幹事・本村副幹事、先週はお世話になり
　ました。健康に気をつけて一年間ＲＣを楽しんで下さい。

＊古賀 純男　君
　中央会で優勝させて頂きましたのでニコニコします。

＊野村 和義　クラブ奉仕委員長
　大変心配なＳＡＡ池永委員長のもと、2008～2009 年度例会がスタート
　致しました。今年一年、どうか皆様大きな期待をせず、さらりと流して
　頂き、一年中、クールビズの気持ちで例会にご出席下さい。また先日の
　会長・幹事交代式には全員出席して頂きまして誠にありがとうございま
　した。ついでに浅野君、瀬戸君のご入会を心より歓迎致します。

＊南部 建　君　親睦活動委員会
　今日から指山会長の船出です。親睦活動委員会も一年間頑張りますの
　で宜しくお願いします。

＊会員一同
　本日より指山丸の船出です。指山会長期待していますので、頑張って
　下さい。岩政幹事、会長の舵取り大変ですがよろしくお願いします。

＊後田 明子　君
　今日から新年度スタートです。指山会長、崎元副会長、岩政幹事これ
　から一年間よろしくお願いします。また牛島直前会長、日高直前副会
　長、四元直前幹事お疲れ様でした。ご苦労様でした。

　　　　　　　本日の合計　　　　　　  　55,000円
　　　　　　　本年度累計　　　　　　　109,000円

浅野 訓一　君
大和町 15
( 医 ) 白十字会
参事、資材施設管理本部長、
耀光リハビリテーション病院事務長
ご夫人と、大学 1年生と高校 2年生
に在籍中のご子息

瀬戸 浩　君
藤原町 44-47
( 株 ) 瀬戸建設／代表取締役
ご夫人と、小学 4年生と幼稚園の年
長さんに在籍中のご子女

新入会員の紹介
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　佐世保中央ロ－タリ－クラ
ブ第 18 代会長を拝命し、ク
ラブの伝統を汚す事がないか
一抹の不安を抱え、職務の重
圧を認識しています。還暦を
迎えるこの一年を私自身の修
練の場と自覚し、明るく楽し
いクラブを会員の皆様と共に
創って行きたいと思います。

　さて、2008～ 2009年度の国際ロータリーのテ－マ「夢をかたちに」
（Make Dreams Real）です。偶然にも、私の会社の建築設計者として
のテ－マも「夢をかたちに」です。 
　2008～ 2009年度李東建（イ・ドン・ゴゥン）国際ロータリー会長は、
「世界中のロ－タリアンの皆さんに地域社会の最も大切な資源である
子供達に光を当てていただきたい。」「地域社会で次代を担う子供達に
光をあてて次代継承を行う一方、世界では健康を享受する機会を与え
られず、マラリアなどで命を落とす子供達も年間３万人を越えており、
このような子供達の死亡率低下実現をそれぞれの地区の奉仕プログラ
ムの目標として頂く」と述べておられます。水・保健と飢餓（きが）追求・
識字率向上　新ポリオ・プラス募金活動 1 億ドル、ビル・ゲイツ財団
による同額補助金を 2010 年 12 月 31 日までの 3年間で完了と宣言さ
れています。そして戦争で命をおとす子供達がいます。鈴木泰彦ガバ
ナ－も述べられていますが、先進国といわれている日本には馴染まな
いかもしれません。ＲＩ全世界的な目標の大きさと平和な国日本の
ギャップを感じます。日本は日本人らしいロ－タリ－というものを考
えていってもいいのではないかと思えます。 
　そして国際ロ－タリ－第2740地区 2008～ 2009年度、鈴木泰彦ガ
バナ－は、「日本人の心が悩んでいる」「ロ－タリ－で心を耕そう！」
を地区のテ－マ－に掲げられています。日本の現状である、「子供の
いじめ・親子の殺傷事件・自殺者３万人」憂い、「教育」を大きなテ
－マに上げられています。又悪質な交通事故・最近の食品偽装事件・
年金・薬害・不正流用等、本当に何を信じていいのか全くわからない
世の中に「日本人の心が悩んでいる」これらの原点はすべて「教育」
という大きなテ－マがあると思うと述べられています。そして、ロ－
タリーは各クラブが主体性をもって、「四大奉仕を考えよう」特に職
業奉仕・クラブ奉仕の重要性を強調されています。
　そして、本年度の佐世保中央ロ－タリ－クラブも中央ロ－タリ－ク
ラブ主体性をもって活動しようと思います。会長幹事交代式の時、野
田特別代表も中央ロ－タリ－クラブの身の丈に合った和気藹々のクラ
ブを目指して下さいとの、挨拶が印象に残っています。 
　本年度の佐世保中央ロ－タリ－クラブのテ－マは、「ロ－タリ－は
出愛のきずな」活動し、そして「楽しもう！ロ－タリ－！」です。佐
世保中央ロ－タリ－で出逢った縁を大切にして、ロ－タリアンとして、
地域社会に国際社会に奉仕し、又会員皆んなで、活動することによって、
親睦の輪をより深いものにして行き、会員の皆様が、毎週の例会に出
席するのが楽しいクラブ運営を行って行きたいと思います。特に委員
会組織を簡素化し四大奉仕委員会を充実させ活動することにより、友
情の輪を広げ、会員全員で会員増強を行い、会員の皆様と一緒に頑張っ
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て行き「出愛のきずな」を楽しむことをめざしたいと思います。今年度、
四大奉仕委員会を充実させるため、四大奉仕委員会のテ－マを創りま
した。

　　　サブテーマ
　　　楽しもう！　　　　　　クラブ奉仕
　　　皆んなに見せよう！　　　職業奉仕
　　　青少年・まちづくり！　　社会奉仕
　　　親愛のきずな！　　　　　国際奉仕

　　　クラブ運営目標
　　　　　四大奉仕委員会を活発に、楽しみながら活躍する。

クラブ奉仕委員会    　
1.クラブ管理委員会
　20 周年に向けて、より高いレベルへとクラブを導く、クラブリ－ダ－
　シッププラン作成　　会員増強と退会防止
　新入会員セミナ－の開催　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　歴代会長幹事懇談会を年２回開催　
2.出席・週報委員会
　例会出席率の向上
　週報 ( ホ－ムペ－ジ）を委員会の手作りで作成する。パソコン同好会 
　との協同作業 　　　　
3.ＳＡＡ
　例会出席率の向上と楽しい例会
　委員会の奉仕と親睦を活性化するために、委員会単位の席割
　例会での「四つのテスト」の唱和
4.親睦活動委員会
　新しい会員の個性と魅力で活性化し、楽しもう！ロ－タリ－

職業奉仕委員会 　 職業情報委員会
　「私の職業」を１年間の例会時に、会員全員が発表する。
　「私の職業」の小冊子の再発行
　従業員招待映画例会の継続
　職場訪問バスツア－の企画

社会奉仕委員会　　地域発展・青少年委員会
　ロ－タリ－として佐世保の地域社会のまちづくりにいかにして貢献で
　きるかを企画する。
　佐世保養護学校のイベント活動の応援協力
　桜の植樹
　白浜海水浴場クリ－ンアップ活動での「親と子の絆」子供サミットの
　開催
　佐世保中央ロ－タリ－クラブ杯南部地区少年剣道大会の開催

国際奉仕委員会　　ロ－タリ－財団・米山奨学・国際交流委員会
　親愛のきずな・釡山蓮山ＲＣとの更なる交流会員全員での財団奉仕活
　動の勉強会

本日の卓話
2008～2009年度クラブ運営方針　指山 康二会長

次回例会　　7月10日(木)　18：30～
次々回例会　7月17日(木)　12：30～
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