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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　　　　　　　 35名
メークアップ　　　　6名
出席規定除外　　　　0名

　皆様、３週間ぶりに例会場でお会い出来ました。お久しぶり
です。８月３日の海王での納涼家族例会から18日間のロータ
リーの夏休み、いかがお過ごしでしたでしょうか。熱い夏を楽
しまれたでしょうか。海王をチャーターしての納涼家族例会
を企画運営していただいた野村クラブ奉仕委員長、南部親睦
委員長はじめ親睦委員会の皆様お世話頂き有り難うござい
ました。特にナベサダ前田眞澄サックス奏者そして中村貴マ
ジシャンの迷演技楽しかったですよ。ご家族の皆さんにも喜
んで頂いたと思います。正しく「楽しもうロータリー！」「ありが
とう！サンキュウ！ありがとうね！」でした。そして、８月6日に
は新入会員セミナーを２年ぶりに開催していただきました、
野村クラブ奉仕委員長、田雑クラブ管理委員長はじめクラブ
管理委員会の皆様に感謝いたします。又入会２年未満の９名
の会員の方全員に出席していただきまして有り難うございま
す。特に今年度は、クラブ管理委員会の3名のパスト会長で、
特にロータリーの事は何でも知り尽くした橋口・坂井・牛島
パスト会長のお話を聞けることは、今までに無かったことであ
り、９名の方 は々幸運だと思います。有意義なセミナーだった
と思います。そして8月8日から始まった北京オリンピックも

あっとゆう間に後 3 日で閉会式です。ロータリーの夏休みの
間、十分に楽しまれたと思いますが、やはり一番印象に残った
のは、北島康介の100ｍと200ｍ平泳ぎ2大会連続２種目金
メダル獲得の快挙でしょう。特に200ｍは、世界新記録はでま
せんでしたが、あんなに安心して金メダルを余裕で勝てたの
は今まで日本の金メダル獲得の中で、初めてではないでしょ
うか。印象的でした。しかし柔道は近年ル－ルが改正され面白
くなくなってきました。やはり柔道は内柴・谷本歩実の一本勝
ちですよね。それに爽やかな清涼剤は体操の諫早出身、内村
航平選手の銀メダルでした。後は野球と女子ソフトボールが
どうなるかです。スポーツっていいですね。オリンピックって
楽しいですね。
　ところで、私個人のお盆休みは同窓会漬けでした。14日旭
中学、16日は佐世保北高同窓会と２つの同窓会を幹事として
開催し、同窓会疲れしています。旭中学の同窓会は中学３年
の時東京オリンッピクが開催されたのにちなんで「五輪会」と
名付けて 4 年毎のオリンッピクの年に開催して 2８年になり
ます。私は中学３年の時東京オリンッピクの聖火リレーの伴
走者として旭中学を代表として 44 年前に聖火の後を走りま
したが、古川直記さんは、なんと聖火ランナーで本物の聖火を
持って走ったそうです。凄いですね。佐世保北高卒業40周年
記念同窓会は、代表幹事挨拶が竹本慶三・式典司会が橋口
佳周・懇親会司会が私と中央ロ－タリ－の同級生３人で仕
切ってしまいました。楽しいお盆休みでしたが、今日から又、
ロータリーモードにギヤチェンジしています。今日の卓話は橋
口佳周会計です。今月、新入会員セミナーに続いて２回目の卓
話で大変でしょうが、宜しくお願い致します。
　会長挨拶が長くなりましてすみません。３週間ぶりですの
でお許し下さい。

会長挨拶 ・ 指山康二 君

佐世保中央ロータリークラブ©



7月誕生日会員

7月結婚記念日会員
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１・例会変更

２．来　　信
　・ガバナー事務所

委員会報告

幹事報告

ニコニコボックス

・佐世保南ロータリークラブ
　50周年記念誌　現況報告書
・佐世保東ロータリークラブ
　現況報告書
　第3回佐世保市内RC会長・幹事会議事録

・佐世保西ロータリークラブ
　第4回佐世保市内RC会長・幹事会開催のお知らせ
　日時：9月18日(木)　18：30～
　場所：ホテル万松楼　会費：6,000円

１）2008-09年度アジア地域識字エリア・コーディネーター　
　サオワラッ・ラタナビッチＰＤＧ（タイ国3660地区）ご講演
　の第2830地区識字率向上セミナー開催のお知らせ
　日　時：平成20年9月14日(日)　午前10時より午後4時
　　　　 まで
　場　所：アピアあおもり
　　　　 (青森市中央3-17-1TEL017-732-1010)
　登録料：2,000円（昼食代込み）

２）2005-07ＲＩ理事　重田政信様より
　「長崎医療通訳フォーラム」のご案内
　期　日：第１回9月13日(土)・第２回11月1日(土)・第３
　　　　　回2009年1月10日(土)
　時　間：午後1時30分～午後5時30分
　場　所：第１回　長崎シーボルト大学　大講義室
　　　　  第２回・第３回　出島交流会館
　参加費：無料

３）2008-2009年度国際奉仕部門研修セミナーのご案内
　 日　時：9月7日(日)　登録受付12時　開会13時
　 会　場：武雄センチュリーホテル
　 出席者：国際奉仕関係委員会　会長及び担当理事・委員
　　　　　長（ロータリー財団・財団奨学・学友・ＧＳＥ各委
　　　　　員会）

４）2010年規定審議会の件
　 野口清パストガバナーより「2010年規定審議会について
　 のお願い」
　 RIより「2010年度規定審議会立法案提出期限について」
　 のお知らせ

　・RI第2650地区会員増強委員会
　　会員増強のためのパンフレットのご案内
　・熊本グリーンロータリークラブ
　　ロータリー情報集「最新版」のご案内
　・財団法人　九州盲導犬協会
　　創立25周年記念式典のご案内
　　日時：9月21日 (日 )　10時30分受付
　　場所：福岡県前原市大字東 701　財団法人九州盲導犬協会
　　　　　総合訓練センター

親睦活動委員会　南部　建　委員長
先日、8月3日の納涼例会へ皆様の多数の出席、誠にありが
とうございました。又、多数の景品を御協力いただいたメン
バーの皆様、大変ありがとうございました。
地域発展・青少年委員会　八重野　一洋　委員長
9 月 6 日白浜海水浴場ビーチ・クリーンアップの件、多くの
皆様の参加をお願いします。
中央会　牛島　義亮　幹事
第２回中央会を佐世保カントリー倶楽部で9月15日に行い
ます。

＊指山康二 会長・崎元英伸 副会長・岩政孝 幹事
皆様おふさしぶりです。２週続きの休会でしたが、いかがお
過ごしでしたでしょうか。 本日は橋口佳周会計に卓話をお願
いしております。橋口会員にトラック諸島でのお葬式のお話
もお願い致しましたが、本会計予算の後にお話して頂くかど
うか楽しみにしております。
＊長富　寿人君
牟田君の案内で、今年は日本アルプス乗鞍岳剣ケ峰に登頂。
家内共々、自然を満喫すばらしい体験をさせてもらいました。
昨年は、北アルプス立山連峰鶴ケ峰から剣岳を目指して、
10 時間の縦走で途中リタイヤしましたが、今年は飛騨の奥
地平湯温泉に３泊、そこを諸点に、新穂高上高地と足をの
ばして、時間的にゆとりがあり最高のトレッキングでした。
牟田君に感謝！
＊牟田　憲市君
去る 8 月 7 日より、３泊４日で北アルプス乗鞍岳 3026ｍ。
長富寿人君と登って無事に帰ってきました。今年も、3000
ｍ級を登頂出来た事に感謝して、ニコニコします。来年も行
くぞう！という心に誓って帰りました。

佐世保東ロータリークラブ
　　8月21日 (木 )12：30～ → 8月23日 (水 )18：30～
　　ハウステンボスJR全日空ホテル　カナルガーデン
　　納涼家族会のため
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本日の卓話ニコニコボックス part.2

＊古賀　純男君
長富、牟田両君が今年も登山に挑戦され無事帰還されま
した。よかったです！！後何年登山されるかわかりません
が、くれぐれも気をつけて決して私を誘わないで下さい。
＊橋口　佳周会計
本日卓話をさせて頂きます。予算・決算の話ですのでお
もしろくないのはがまんして下さい。
＊坂井　智照　パスト会長
残暑お見舞い申し上げます。秋の気配が待ち遠しい今日
この頃先日のお盆の祭典が無事 すませることが出来まし
た。天と地すべてに感謝申し上げます。ニコニコします。
＊西村　浩輝君
今日は私の誕生日にお集まりいただきありがとうございま
す。皆様のおかげで還暦をすぎ４才若くなった様です。Ｒ
Ｃ活動もこれからもたのしみたいと思いますので、スバラ
シイプレゼントを待っております。ありがとうございます。
＊四元　清安君
8月 3日の納涼家族会では、いつもくじ運が悪いのにＤＶ
Ｄプレイヤーが当たりました。 説明書が英語でしたので、
今度は、できれば日本語の説明書が付いてるのを、お願
いします。
＊田端　茂君
納涼例会で頂いた宝くじが「300 円」当たってましたので
当選金額の約 3 倍 3 強をニコニコします。溝上会員賞で
した。本日所用の為、早退します。
＊野村　和義　クラブ奉仕委員長
お知らせです。先日の納涼例会の賞品で宝くじが当たっ
た方は必ずご確認をお願い致します。くじを買った売り場
から1000万がでています。
＊南部　建　親睦活動委員長
先日の納涼例会には多数のメンバー家族の皆様に参加し
ていただきありがとうございました。又多数の景品を御協
力していただいたメンバーの皆様には大変感謝いたして
おります。 今後とも御協力を宜しくお願いします。

本日の合計　　　　　　16,000円
本年度の累計　　　　 200,000円

次回例会　　8月 28日 ( 木 )　 12:30～
次々回例会　9月 4日 ( 木 )　　12:30～

[予算と決算]
ロータリー情報マニュアル　2005年版
会計・理事会の意向を受け、幹事とともに予算決算の実務
を行う。予算の大枠を組む作業は幹事の責任となる。予算
及び決算は、理事会で承認を受けた後、例会で報告する。
[会計基準]
会計は、本会計・個別負担会計・ニコニコ箱会計・特別会
計に分ける。本会計の収入は会費であり、支出は需要費（一
般管理費）と会員が受益者となる委員会費用である。個別
負担金会計は、食費、ＲＩ・地区分担金、ガバナー月信、ロー
タリーの友、名簿、レクレーション費用、各種寄付金であ
るニコニコ箱会計は、会員が受益者とならない社会奉仕、
国際奉仕委員会及びその特定委員会費用であり主として団
体奉仕活動の資金として支出し、前年度のニコニコ箱収入
総額を支出の限度として予算化する。
　特別会計は、周年記念事業や姉妹提携などの特別事業
であり、その事業が終了するまで、積立金や事業費の余剰
金を繰り越すことが出来る。佐世保中央ロータリークラブ
の2007～08年度決算及び2008～09年度の予算は、別
紙の通りです。

　会員数の減少による、収入減は 1997～ 1998 年度から
比べると約40％にもなります。会員増強には皆様のご協力
が是非とも必要です。宜しくご協力をお願いします。

2008~09年度会計　橋口 佳周　君
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