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会長挨拶 ・ 指山康二 君

本日の出席率 92.68％

前々回の修正出席率 100％

会員数　　　　　　41名
出席　　　　　　　38名
欠席 (免責 0名 )　　3名
ビジター  　　　　   0 名

出席　　　　　　　 39名
メークアップ　　　　0名
出席規定除外　　　　0名

　あっという間に夏到来です。我が家では、会長幹事交
代式の１週間前、車庫のコンクリ－ト打放しの梁にツバ
メが初めて巣を作り３羽の雛が育っています。縁起のい
いスタ－トが切れそうだと思いつつ、我が家の庭には大
好きな紫陽花の花が咲き梅雨の風景でしたが、第２回例
会が始まる前に、いつもの年より 2 週間も早く梅雨が明
け、いよいよ熱い夏が始まりました。これも地球温暖化
の影響でしょうか。岩政幹事におかれましては、良い長
い夏になるでしょう。８年ぶりに G8 首脳会議洞爺湖サ
ミットも温暖化対策等議論で終了し、大変な環境問題が
山積みしています。日本の評価はどうでしょうか、温暖
化対策は私の建築設計分野にも直接関係があります。洞
爺湖サミットの報道センタ－は、地下に冬場の雪を蓄積
して冷房に利用しているそうです。東京都では、田雑君
の得意分野でありますビルの屋上に緑化を義務づけるよ
うになりました。これから九州は特に太陽光発電が主流
になると思われます。電力を買い取る時代が来ると思い
ます。　私が今設計しています木造住宅で、自然換気を
利用して、冷暖房機器を出来るだけ使わない、エアパス

工法とかソ－ラ－サ－キュレイション工法を採用してい
ます。皆さんの服装もクールビズですね。ロ－タリアン
として私たちが出来る事はまずクールビズです。会社で
も実行して頂きたいと思います。
　会長幹事交代式、第１回例会が終了しホットしている
間もなく、今週はロータリー漬けの１週間です。８日火
曜日は、佐世保市主催の韓国パジュ市との国際親善都市
提携調印祝賀パ－ティ－にロータリークラブ会長として
出席依頼がありましたので出席して参りました。パジュ
市はソウルの北部にあり、北朝鮮と隣り合わせの人口３
０万人のソウルのベットタウンとして急成長している都
市で、朝長市長が積極的に韓国と親交を薦められました
し、釡山とのフェリ－開港も実現しそうです。９日水曜
日は、２７４０地区鈴木泰彦ガバナ－の激励会、皆様に
も多数御出席して頂きまして感謝申し上げます。そして
今日は初めての夜の例会です。明日はＨＴＢ全日空ホテ
ルで第３回市内８ＲＣ会長幹事会です。１３日日曜日は
２７４０地区のクラブ奉仕部門研修セミナ－に野村和義
クラブ奉仕委員長と出席して参ります。ロ－タリ－クラ
ブ会長って思ったより大変ですね！
　今日は佐世保中央ロ－タリ－クラブ第１回目のクラブ
協議会です。「委員会組織を簡素化し四大奉仕委員会を
充実させ活動する事で楽しもう」と、先週のクラブ運営
方針で述べましたように、この１年間クラブ運営をして
いく中、１年間の委員長の活動計画を会員の皆様に理解
して頂く重要な協議会です。
　大幅に委員会を簡素化いたしましたので、委員長の数
も少なくなりまして、各委員長さんには、タップリと時
間があります。役員理事地区委員の皆様宜しくお願い致
します。以上で会長挨拶と致します。

佐世保中央ロータリークラブ©



本日の合計　　　　　　 5,000円
本年度の累計　　　　 114,000円
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１・例会変 更
　　

２．来　　信
　・ガバナー事務所　

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

ニコニコボックス

有田ロータリークラブ
７月29日(火)18:30～
保 名　ガバナー公式訪問例会の為
７月15日(火)　休会

１）2008～2009年度地区資金(前期分)送金のお
　願い
２）「新世代部門セミナー」日程変更のお知らせ
　日時：2008年8月3日(日)を2008年8月17日
　(日)に変更
　場所：武雄文化会館
３）「クラブ奉仕部門研修セミナー」にあたっての
　ご案内
４）「第４・５・６グループＩＭ」日程変更のお知ら
　せ
　日時：2009年2月15日(日)を2009年2月1日
　(日)に変更
　会場：唐津ロイヤルホテル

・野口　清 直前ガバナー
　　お礼状

・國崎 忠臣　佐世保南ＲＣ会長
・圓田 治 2008～2009年度地区大会実行委員長　
　　　地区大会　コ・ホストクラブのお願い
　
・(株)尾張東部放送
　　「うちわ」を使ったロータリー広報のご提案

＊指山 康二会長・崎元 英伸副会長・岩政 孝幹事
昨日、佐世保南ロータリークラブ会員の鈴木泰彦ガ
バナー激励会が玉屋でありました。当クラブより２３
名の登録出席して頂きましてありがとうございまし
た。鈴木泰彦ガバナーより、佐世保中央ロータリーク
ラブの皆様へよろしくお伝え下さいとの事でした。本
日は、本年度初めての夜の例会です。例会後、委員
会とか友人とかで楽しい夜をお過ごし下さい。

＊野村 和義クラブ奉仕委員長
早いもので先日ゲットした６０万馬券も、残り１００
０円となってしまいました。わずかではありますが、
佐世保の夜の街には貢献できたのではないかと思っ
ています。一緒にムダ使いして頂きました、ごく一部
のメンバーの方大変ありがとうございました。考えて
みますと、この馬券で一番得をしたのは水月さんみた
いな気がします。次回は女房にもいくらか渡せる様に
努力したいと思っています。

＊田端 茂君
バラの花束ありがとうございました。お蔭様で夫婦し
て結婚記念日を思い出しました。 確か、３６回かな？

2008~09年　第１回クラブ協議会

野村 和義　クラブ奉仕委員長
最近は、経済不況の問題の上に、異常とも思える原
油の高騰により、企業を問わず一般の生活までも脅
かす状況にあります。当然ロータリークラブにおいて
も、退会者の増加、入会者の減少が見られ、クラブ
運営においては、とても厳しい環境にあります。当ク
ラブにおいても、例外ではなくクラブ運営はかなり厳
しい状況にあります。やはり、一番優先すべきは会員
の増強となるわけですが、クラブ自体に魅力がなけれ
ば誰も入会はしてくれないはずです。本年は会員相
互ならびに会員家族間の充実した親睦活動に力を入
れ、例会では、会員一人一人の存在感の充実を図る
内容に努め満足度の高い例会出席に致します。それ
が魅力あるロータリーに繋がり会員の増強に繋がる
と考えます。また会員増強は会員全員が一丸となっ
て取りくまなれけば成功しません。会員皆様のご理
解とご協力を宜しくお願い致します。
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高松 裕吉　出席・会報委員長
週報が昨年より、ホームページ化されました。今年度は、週報
の書き換え作業も事務局で行うようになりましたので、なるべく
早くその具体的な方法を検討し決定したいと思います。また
ホームページを開いて週報を見ている方が少ないようですの
で、多くの会員の皆様に見ていただけるための方法を同時に検
討していきたいと思います。ロータリーの奉仕と友情は例会に
出席することにより育まれると思いますので、今年度も、会員の
皆様にホームクラブ出席をお願いしたいと考えています。メイク
アップについても、ＦＡＸでお願いするようなかたちを取らせて
頂きます。一年間ご協力をお願いいたします。

南部 建　親睦活動委員長
親睦活動委員会は、会員間の交流が円滑にいく様に潤滑油の
役目を果たして、会員、家族の緊密な関係を構築する事が出来
るように努力をしていきたいと思います。また、一年間の行事と
して会長・幹事交代式、納涼例会、創立記念例会、忘年家族会、
延寿会を行い、会員、家族はもとより、地域の皆様との親睦が
図れる様に努力してまいります。どうぞ会員の皆様のご協力を
宜しくお願いします。

池永 隆司　ＳＡＡ委員長
ロータリークラブの原点である例会への参加意識を高めてい
ただく為に、明るく、楽しく、そして秩序ある運営を親睦活動
委員会と連携していっていきたいと思います。1. 卓話者、来
訪者への配慮、2. 時間の励行、3. 例会時の席の偏りの改善、
4. 例会時の私語を慎む、以上４点をテーマにして１年間活動
していきたいと思いますので、会員の皆様のご協力よろしくお
願いいたします。

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

長富 寿人　職業奉仕委員長
今年度の地区方針の一つに「四大奉仕を考えよう」とありま
す。其の中で職業奉仕の重要性（倫理性）が取り上げられ
ています。職業奉仕の原点は、自分の事業を大切にする事
であり、信頼される企業である為には、企業教育・社員教育
によって向上し地域社会に還元する事に有ります。私達　
職業奉仕委員会としては、当クラブ指山会長の意向でもある
会員卓話に重点を置き、異業種会員との意見交換や会員相
互の親睦を計る事によって、自己研鑽・モラルの向上に努め
ることが大切であると考え、事業計画を立てましたのでご協
力の程宜しくお願いします。

田端 茂　職業情報委員長
今年の当クラブ指山会長・長富職業奉仕委員長の意向及び指
導の元で、長富委員長が立てられた計画を実行して行きます。
会員参加の事業が多いので皆さんのご協力を、お願いいたし
ます。次に、地区方針である「四代奉仕を考えよう」の中の職業
奉仕の原点を見極めた委員会卓話を開催出来るように委員会
を重ねて協議したいと思います。

鶴田 明敏　地区RYLA委員長
地区のＲＹＬＡ委員会の一番大事な仕事は、担当していただけ
るクラブを決定することです。内容としては、全て担当クラブに
お任せする訳ですが、私個人としては１０年前に当クラブで担
当した時の企画が一番良かったと思いますので、地区の委員
会ではあの時の事をよく話しています。

八重野 一洋　地域発展・青少年委員長
今年は、1.白浜海水浴場クリーンアップ活動、2.中央ロータリー
クラブ杯南部地区少年剣道大会、3. 佐世保養護学校のイベン
ト活動の応援協力、の 3 事業を行います。この委員会には、個
性豊かな会員ばかりが集まっていますので、充実した事業が
行えそうです。1年間よろしくお願いします。

平岩 義明　国際奉仕委員長
1. ロータリー財団・米山奨学・国際交流委員会。2. 親愛のき
ずな釡山蓮山ロータリークラブと更なる交流。3. 会員全員で
の財団奉仕活動の勉強会。上記の会長クラヌ運営方針に従っ
て、１０月の創立記念式典に来訪される釡山蓮山ロータリー
クラブ会員の接待と企画。４月釡山蓮山ロータリークラブ創
立記念式典に出席する当クラブ会員のお世話を中心に一年
間活動いたします。

西村 浩輝　ロータリー財団・米山記念奨学・国際交流委員長
ロータリー財団・米山記念奨学委員会の活動をさらにご理解
頂けるように企画します。 釡山蓮山ロータリークラブとの交流
事業もより深めるように活動したいと思います。

　　　　
　　　　次回例会　7月17日(木)　12：30～
　　　　次々回例会　7月24日(木)　12：30～

田雑 豪裕　クラブ管理委員長
クラブ管理委員会は錚々たるメンバーで構成されておりまし
て、私も末席で鍛えられています。クラブ管理委員会とは、
職業プログラム、ロータリー情報、会員選考をまとめて活動
する委員会です。来月早々、9 名の会員を対象にした新入会
員セミナーを開催します。クラブ管理委員会の実力を発揮し
て、中央ロータリークラブの育成に寄与していきたいと考え
ていますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

1.私の職業ファイル作成、2.例会時の委員会タイムでの「私
の職業」発表／年 8 回、3. 職場訪問 1日旅行、4. 従業員・
家族招待「映画例会」
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