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国際ロータリー 第2740地区

本日の出席率 85.00％

前々回の修正出席率 100％

会員数　　　　　　40名
出席　　　　　　　34名
欠席 (免責0名 )       6名
ビジター  　　　　   0 名

出席　　　　　　　 32名
メークアップ　　　   8 名
出席規定除外　　　　0名
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佐世保中央ロータリークラブ ©

様こんにちは。いよいよ今日は今年度最後のこの会
場での通常例会です。後１週間で会長幹事交代式

です。

会長挨拶を、長く話せるのも今日で終わりですので、お許
し下さい。先週の卓話は、会長として佐世保中央ロータリー
クラブの「1年間を振り返って」でした。この１年間、世の中
でも色んな事がありました。話題に事欠かない１年間で、
何が起きても可笑しくない波瀾万丈の１年でした。会長挨
拶のネタが沢山ありました。

昨年の６月、会長・幹事交代式が始まる前に、中村貴君に
検査をしてもらい、ＧＯサインでスタートしました。７月は加
山雄三のディナーショー、８月は北京オリンピックが開催さ
れ、北島康介の２大会連続平泳ぎ２種目金メダル、女子ソ
フトボール初の金メダル等に日本中が沸き返りました。そし
て１１月は、佐世保出身下山脩さん始め、４人のノーベル賞
受賞の明るいニュースが飛び込みましたが、アメリカ経済
が破綻し未曾有の世界経済不況となり、地元の大企業の
破綻と大変な時代になりました。未曾有の言葉も流行しま
した。１月、黒人初のオバマアメリカ大統領の誕生！チェン
ジ変革の時代を迎えました。その中で明るいニュースは、↗

２月に「おくりびと」がアカデミー賞外国語映画賞を受賞し、
３月はＷＢＣで侍ＪＡＰＡＮが世界一２連覇で、日本中が沸
き返りました。そして 10日前、盲目の奇跡のピアニスト辻
井伸行さんが、国際ピアノコンテストで優勝の快挙。日本
の世界中での活躍ぶりが目を惹きました。そして沢山の有
名人がお亡くなりになりましたが、土曜日プロレスラーの三
沢選手が、バックドロップで亡くなるなんて信じられません。
私、昨年の１０月佐世保市体育館にノアプロレスを佐世保
ロータリークラブの米倉君と、最前列で観戦し三沢選手の
背中を触ったのが思いだされました。この時代何が起きて
も不思議でない、何が起きても驚かない波瀾万丈の１年間
でした。

この様に、世の中の「1年間を振り返って」みましたが、先
週岩政幹事と６日間、寝ても覚めても、ずっと一緒の生活
を共にしたことが思い出に残ります。明日は最後の締めで、
加山雄三のコンサートを楽しみたいと思います。６月30日ま
で、何事もなく終わることを祈るばかりです。そして７月に
なったら、又中村貴先生に検査をお願いしようと思ってい
ます。

本年度最後の卓話は役員・理事・各委員長さんの佐世保
中央ロータリークラブの「1年間を振り返って」です。本当に
この１年間、我が儘を聞いて頂き、佐世保中央ロータリー
クラブをリードして頂き、お世話になった方々のお話です。
皆様のお陰で１年間が無事終わりそうです。

来週の会長・幹事交代式までお世話になります。
最後に、皆様に感謝申し上げ、長すぎた、46回目
の会長挨拶を終わります。

「2月に「おくりびと」が・・・・」
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ありません。

6月の誕生日日会員

昭和25年6月3日　田端 茂　君

1.　例会変更

幹事報告

佐世保東南ロータリークラブ
6月24日 (水 )12：30～ → 6月24日(水)18：30～
ハウステンボスJR全日空ホテル／新旧交代式のため

伊万里西ロータリークラブ
6月25日 (木 )18：30～ 
伊万里迎賓館　2階例会場／年度末懇親会のため

佐世保西ロータリークラブ
6月30日 (火 )12：30～ → 6月30日(火)18：30～
ホテルローレライ／新旧交代式のため

2.　来信

3.　伝達・通知

2009～2010 年度公式名簿CD
・国際ロータリー

2009～2010 年度国際ロータリー第 2740 地区
インターアクト年次大会のご案内
日　時：平成 21年 8月 29 日 ( 土 )～30 日 ( 日 )
　　　　8月 29 日 ( 土 )13：00～登録受付
　　　　　　　　　　　14：00～点鐘
　　　　8月 30 日 ( 日 )9：00～点鐘～11：50 終了
会　場：九十九ホテル　島原市秩父ヶ浦町丁 3552-53

・島原ロータリークラブ

・佐世保市海の日協賛会　朝長 則男会長
海をきれいに ” ビーチ・クリーンアップ ” への参加ご
協力について ( お願い )
日　時：平成 21年 ( 祝・月曜 )※雨天決行、荒天中止
集　合：午前8時30分 清掃活動／午前9時から1時間程度
実施場所：1.鹿子前地区(西海パールシー、鹿子前海水浴場)
　　　　2.俵ヶ浦地区(俵ヶ浦漁港、白浜海水浴場)
集合場所：各清掃地区
貸し切りバス：1.佐世保駅前～鹿子前地区～白浜海水浴場
　　　　　　2.矢峰営業所(中里・日野経由)～鹿子前地区
　　　　　　　～白浜海水浴場(俵ヶ浦地区)
　　　　　　上記2路線の貸切バスが出ます。
※貸切バスを利用される方は、お尋ね下さい。詳細の運行
スケジュール表があります。
※西海パールシー内の駐車場は、有料駐車場に変更されて
います。

委員会報告
牛島 義亮　中央会幹事
今週６月２１日 ( 日）今年度最後の中央会です。天気があや
しいですが、早めにゴルフ場に行って決定します。たくさん
の皆様の出席をお願いします。

一年間ご協力ありがとうございました。次年度ＳＡＡ南部建君よろ
しくお願いします。

＊SAA委員会一同　  

一年間、会員の皆様のご協力により、無事毎週毎週会報を出すこ
とが出来ました。ありがとうございました。先日委員会のメンバーの
川崎君に第３子男の子が誕生しました。おめでとうございます。

＊会報・出席委員会一同　  

１年間御協力有難う御座いました。
＊職業奉仕委員会一同　  

１年間お世話になりました。
＊八重野 一洋 地域発展・青少年委員長　  

この一年間会員の皆様にはお世話になりました。委員会の皆様に
は釡山蓮山ロータリークラブ訪問に全員参加していただきました。
ありがとうございました。

＊井上 亮　次期会長
　平岩 義明　国際奉仕委員長
　西村 浩輝　国際交流委員長

ニコニコボックス

＊指山 康二 会長・崎元 英伸 副会長・岩政 孝 幹事
一年間会長・幹事として前に座らさせて頂き、意外にも気付いた
事。この会場での食事のセッティングをしていただいている、当ホテ
ルの大城さん、男性マネージャーがいらっしゃいます。毎週例会時
のロータリーソング斉唱の時、唯よりも直立不動で我 と々一緒にロ
ータリーソングを唄って頂いておりました。セントラルホテルの皆様
にも感謝・感謝！

6月の結婚記念日会員

6月3日　井上 亮＆和子ご夫妻
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本日の合計　　　　　　3,9000円
本年度の累計　　　　 880,000円

卓話 

先日、３番目の子供が生まれました。ですが、何故か第１子になり
ます。ロータリー年度末の忙しい時期に生まれて来るとは、すでに
親不孝をしょって生まれた様なものです。これから先のことを考え
ますとブルーな私ですが、家族ともどもよろしくお願いいたします。

本日は最後のクラブ協議会です。各委員長
に一年を振り返って話をして頂きます。はじ
めに私の方から話をいたします。幹事報告
の時、何度か言ったことがありますが、例会
変更と来信は幹事報告の時に言わなくて
もいいのではないかと思います。会場にある
掲示板にすべて書いてある事を言っている
だけでした。またセルフボックスに色々な書類が入っていますが、
毎週ホテルに届いた荷物を、事務局員が荷をほどいてセルフボッ
クスの中に入れています。大変な作業なので、来年からは早くお見
えになった方で、お気づきになられたら手伝っていただければと思
います。あとは来週話をする時間がとってありますので、この辺で
終わります。

＊川崎 洋一　君　  

３週連続で例会を欠席してしまいまいした。私のロータリーの歴史
に、また新たなページを築いてしまいました。記録を更新できる様
がんばります。

＊前田 眞澄　君　  

誕生日のお祝いありがとうございます。
＊田端 茂　君　  

来週は一足早い政権交代式ですが、出席できるかどうかびみよ～
な感じになってきました。欠席の場合、非常に申し訳ないので先に
ニコニコ致します。

＊野村 和義　君　  

第8回クラブ協議会

岩政 孝　幹事

新設の委員会で素晴らしいメンバーを配属
していただきましたが、大変苦労をいたしま
した。ご承知のとおり、職業分類・プログラ
ム・ロータリー情報・会員選考増強四つの
委員会をまとめた委員会でした。年当初に
３つの目標を揚げておりました。１つは入会
２年未満の会員のセミナーを行うことでし
た。これは、８月７日に行い９名の方に参加していただきました。内
容としては、委員会の３名のパスト会長にワークショップをして頂
きました。素晴らしい内容で、参加された方には非常に参考になっ
たのではないでしょうか。あと２つの目標に関しては、来年も継続の
委員会ですので、次年度以降に引き継いでいきたいと思います。

田雑 豪裕　クラブ管理委員会

今年度ホームページ上の週報書き換え作
業を、事務局を中心に行うよう計画を立てて
おりましたが、残念ながら今年度中に実行出
来なくて一部のメンバーの方にご迷惑を掛
け誠に申し訳なく思っています。しかしパソコ
ンクラブのメンバーの皆様のご協力により、
次年度より書き換え方法も決まり作業を開
始するようになったようですので、次年度の委員会に期待したいと思
います。また出席のほうでは今年度欠席会員に、例会変更情報を載
せた”メイキャップのお願い“のファックスを送るようにしました。私も
欠席した時には便利で助かったのですが、その反面他クラブへ出向
いてのメイキャップの回数が減ってきているのではないかと思います
。次年度続けるかどうかは検討していただきたい。一年間会員の皆
様、委員会メンバーのご協力に感謝申し上げます。

高松 裕吉　出席・会報委員長

社会奉仕委員会では、佐世保公園での桜
の植樹と、先日中央公園での清掃活動を行
いました。たくさんの皆様に参加していただ
きありがとうございました。地域発展青少年
委員会では、白浜のクリーンアップ活動を潮
見町の少年ソフトボールチームと崎岡の少
年剣道チームの沢山の子供たちを招待して
行いました。毎回同じような顔ぶれなので別の地区の子供たち ↗        
をお呼びして親と子の絆を深めるような活動に発展していけばい
いなと思っています。当日は、白浜の施設を将来どんな施設にした
らいいのか、ワークショップ形式で崎山会員にパネラーになってま
とめてもらいました。その資料を次年度の委員会で生かしてもらえ
ればと思います。残念だったのは、剣道大会を実施できなかったこ
とです。実際調査をして動き出すと大会自体の数が多く、関係者の
皆様に協力していただいたのですが、開催までこぎつけることがで
きませんでした。事前調査が足りなかったと反省しています。一年
間皆様のご協力に感謝いたします。

八重野 一洋　地域発展・青少年委員長
一年間、親睦活動委員会に御協力いただきまして、誠にありがとう
ございました。無事に一年を乗り切る事が出来たのもメンバーの
皆様のおかげです。川崎君に男の子が誕生されました事心よりお
祝い申し上げます。

＊親睦活動委員会一同　  

※今年も多大なるご協力をありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　親睦委員長／南部 建
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委員会メンバーと会員の皆様のご協力によ
り１年間を終えることができ、誠にありがと
うございました。今年度のＳＡＡテーマの一
つとして、例会の時の席の偏りをなくそうと
委員会別に席を配置しましたが、皆様にご
協力いただけたのではないかと思っていま
す。昨年のＳＡＡからの申し送り事項である
、例会の司会だけでなく会場監督のＳＡＡを目指して今年度例会
時の私語を減らすために、筆談用の筆記用具を準備し時には注意
したりいたしましたが、まだ改善の余地があるのではないかと思い
ます。次年度の委員会に期待いたします。

池永 隆司　SAA

一年間皆様にご協力いただき誠にありがと
うございました。国際交流については平岩
委員長が話をされましたので、ロータリー財
団・米山奨学の件ですが全体の委員会が
開かれ参加いたしました。私には非常に難
しく勉強しなければと思いながら、あまり出
来ませんでした。今年は、財団・米山の方と
ポリオ撲滅の件で当クラブより５名の方に登録をして頂きました。
佐世保中央ロータリークラブの素晴らしいシステムを初めて知り、
感激いたしました。また米山奨学基金で作成したビデオ「素晴らし
い贈り物」の例会での上映が出来なかったのが残念です。次年度
で企画していただければと思います。

西村 浩輝　ロータリー財団・米山奨学・国際交流委員長

多々反省点もありますが、勉強になったことも
沢山あります。幹事の席に３回ほど座らせて
いただき、幹事報告もさせていただきました。
最初は少々緊張いたしましたが、いい経験を
させていただいたと思っています。副幹事の
仕事としては雑用がほとんどですが、例会時
はＳＡＡと兼務になっていてバタバタする部
分があるので、次年度は検討された方がいいのかなと思います。理
事会に出席させていただいて議事録を作成したわけですが、いろい
ろな意見をお聞きして大変勉強になったと思います。本当に一年間
ありがとうございました。

本村 政信　副幹事

１月に私の息子が古いバイクを貰って来ま
した。崎元君のところで何とか動くように修
理してもらい、３月から天気がいい日は仕事
中もバイクに乗っています。乗ると体力を使
うのか３キロ痩せました。車と違い小回りが
利くのでお客様の所を細かく見て回るよう
になりました。これこそ職業情報の源かなと

田端 茂　職業情報委員長

委員会の事業として、田端職業情報委員長
のもとで例会時に「私の職業」というテーマ
で全会員に卓話をして頂きました。今までは
、入会時に自己紹介として行われましたが、
さらに一歩踏み込んだ形でお互いを良く理
解するという点で意義があったのではない
でしょうか。私の担当ですが、１０月２日に
職場訪問例会としてサントリー熊本ビール工場・熊本城本丸等の
見学いたしました。会員家族の親睦を深めることができたのではな
いかと思います。従業員招待例会を１１月１３日牛島会員のご協力
により映画「おくりびと」を鑑賞いたしました。牟田会員にゴルフで
勝った時以来、久しぶりに感動いたしました。私どもの会員の奥様
方で構成されておりますコーラスの「コスモスの会」が、早岐の老
人福祉施設で日頃の練習の成果をご披露され、大変喜ばれ、すば
らしい社会奉仕をされたことを報告し、会員の皆様のご協力に感
謝し一年の報告とさせていただきます。

長富 寿人　職業奉仕委員長

本年度２つの事業を行いました。創立記念
の時の釡山・蓮山ロータリークラブメンバー
の接待と、釡山への訪問を担当しています。
創立記念の接待の時は、指山会長・牛島直
前会長のご自宅をお借りして２次会をさせて
いただきました。私も１２年ロータリー活動を
している中でも非常に印象に残っているし、
皆様にも喜んでいただけたのではないかと思っています。それと釡
山・蓮山ロータリークラブへの訪問ですが、国際奉仕委員会の全
メンバーに参加していただき、総勢１８名で行ってきました。素晴ら
しい接待をして頂き感動いたしました。これ以上お話をすると西村
委員長の話すことがなくなりますので交代したいと思います。

平岩 義明　国際奉仕委員長

次回例会　　6月25日(木)18：30～
次々回例会　7月  2日(木)12：30～

親睦委員長を拝命した時は、１年間どうや
って進めようかと優鬱だったのですが今は
、非常にすがすがしい気分です。皆様のご
協力により無事１年間終えることができ本
当にありがとうございました。また皆様には
無理なお願いをすることもあったのですが、
ニコニコボックスの目標金額も達成するこ
とができ、併せてお礼を申し上げます。

南部 建　親睦委員長 思っています。ロータリーの職業奉仕活動は長富委員長が私の分
まで話されたので、個人的な職業情報と、バイクの話で一年間の報
告とさせていただきます。
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