
幹事報告

■本日の出席率81.6％/会員数38名/出席31名/欠席7名/ビジター1名　■前々回の出席率100％：出席34名/メークアップ5名/出席規定除外0名

佐世保中央ロータリークラブ ©

　明けましておめでとうございます。皆様お正月はどの様に
お過ごしだったでしょうか？私の場合は誰からもゴルフのお
誘いもなく、夜の誘惑もなく、口うるさい愛妻と娘そして犬
二匹と静かなお正月を迎えることができました。

　さて、昨年は色 な々ことがありました。政治の世界では衆
議院選挙で民主党が圧勝し戦後初めての政権交代がありま
した。また、新型インフルエンザが大流行し世界中がパニッ
ク状態に陥りました。１２月には国内で、１００人以上の死
者が出たそうです。スポーツの世界では、ＷＢＣで日本チーム
が連覇の偉業を成し遂げ、はるかアメリカでは、イチローの
９年連続２００本安打の達成や、松井秀樹のワールドシリー
ズＭＶＰに輝くなど、日本人の活躍が見られました。国内で
は裁判員制度が新たに始まり長崎でも裁判員裁判が始まり
ました。芸能界では薬物汚染のニュースが相次ぎ、社会問
題になりました。経済の面では円高が進み、企業には大打
撃となり、政府は３年５ヶ月ぶりのデフレ宣言を出しました。

　このほかにも沢山の事件や事故ニュースなどがありましたが、果
たして今年はどの様な年になるのでしょうか？我がロータリークラブも
半年を過ぎましたが色 な々ことがありました。残念だったのは二人
の仲間が去っていったことです。今年のスタートは３８名からの
スタートです。今年は２０周年の大切な年です。何とかこの２
０周年を４０名以上で祝いたいものです。後半は会員増強に

特に力を入れていきたいと思います。そして素晴らしい２０周
年を迎えられるように皆様のご協力をよろしくお願
いいたし新年のご挨拶といたします。

佐世保南ロータリークラブ　　      山本 重治 様　 
本日のビジター紹介
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幹事・池永 隆司 君

１ . 例会変更
　・有田ロータリークラブ
　　1月12日(火)12：30～→18：30～　保名　新年初例会のため

　・伊万里ロータリークラブ
　　1月20日(水)12：30～→　1月16日(土)11：30～　例会場
　　「伊万里観光いろはかるた」市内小学校交流大会開催のため
　　2月10日(水)12：30～→2月10日(水)18：30～　例会場　夜の例会のため

　・佐世保東ロータリークラブ
　　1月21日(木)12：30～→1月21日(木)18：30～ ファーストイン早岐／
　　福寿会開催のため

　・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　1月26日(火)12：30～→1月26日(火)18：30～
　　ホテル日航ハウステンボス　新年夜例会(還暦祝・新入会員歓迎)のため
２． 来　　信
　 ・国際ロータリー
     ザ・ロータリアン　2010 年 1月号

　 ・(財)ロータリー米山記念奨学会
　　2009 年度下期普通寄付金のお願い

   ・ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所、学校法人聖和女子学院、
　　 ( 株 ) オクトン、(財 ) 佐世保地域文化事業団
　　年賀状（新年のご挨拶） 
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Let’s enjoying for oneself !  Let’s servicing for persons !

自分のために楽しもう！
他者のために奉仕しよう！
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ニコニコボックス
親睦活動委員会／瀬戸 浩 君

田端 茂 君
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佐世保ロータリークラブ　　遠田 公夫 様
明けましておめでとうございます。セントラルの七草粥で今年
１年健康に過ごされて下さい。

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事
皆さん、明けましておめでとうございます。お正月はいかが過
ごされたでしょうか？いよいよ２０１０年も始まりました。残
り半年、執行部、益々パワーアップして、中央ＲＣのため、ご
迷惑お掛けつつも楽しいクラブ作りに努力致します。よろしく
お願いします。本日は新年の抱負ということで該当される会員
の方、よろしくお願いします。

岩政 孝君
明けましておめでとうございます。私事ですが、長男２８才が
今年２月に結婚する事になりました。その後当社に勤務する予
定です。皆様方には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、よろし
くお願い申し上げます。

芥川 浩一郎君・牟田 憲市君・福田 英彦君・鶴田 明敏君
西村 浩輝君・坂井 智照君・指山 康二君・富永 博美君
竹本 慶三君・橋口 佳周君・田端 茂君・溝上 純一郎君
大久保 厚司君・浅野 訓一君・本田 実君・崎山 信幸君
野村 和義君・八重野一洋君・川島 千鶴君・本村 政信君・瀬戸 浩君
明けましておめでとうございます。

前田 眞澄君
皆様、明けましておめでとうございます。皆様にご報告致し
ます。私昨年色々ありまして、住所が変わっております。年
賀状を出して頂いた方、二度手間取らせましてすみません。
ニコニコしてお詫びします。今年の目標は暖かい家庭を作る
ことです。いい情報、おまちしています。

本日の合計　　　　　   28,000円
本年度の累計　　　　 570,000 円

役員・理事の半年を振り返って

副会長・平岩 義明 君　
　七草は芹、薺、御形、繁縷、仏の座、菘、
蘿蔔で若い頃覚えたことを今も忘れません。
去年は亡き母のことをいろいろ思い出しロー
タリー活動はあまり出来ませんでした。また、
52 歳で副会長を拝任された事を光栄に思いますし、頭で思い
浮かべるより高齢でもうすぐ孫が産まれます。会員も 38 名

会計・福田 英彦 君　
　会計を改めて確認しますと、今期は収支に関
係ありません。支出に関しまして、事務員の経
費と事務局の家賃が大きなウエイトを占めてお
りますので、会員減のなか、再検討していきた
いと思います。

副幹事・前田 眞澄 君　
　半年を振り返ると、個人的には色々と波乱が
あった年でした。ロータリーにおいては副幹事
というポジションを仰せ付かり、まだロータリー
の事について余り知識や経験が無い部分、非常
に不安でした。何をすればいいのか皆目見当もつかない状態
でした。現在も、井上会長・池永幹事の指示通り動いている
のが現状です。その年の副幹事のあり方は、その年の会長・
幹事の考えや方向性で変わるものだと思います。私の場合は、
多くを語ると問題がありますので、一言で申し上げると、会長・
幹事との潤滑油みたいな存在でした。これからの残り半年、
副幹事として皆様のために頑張りたいと思います。

平成17年 2月入会・西村 浩輝 君　
明けましておめでとうございます．入会５年未満
ということで、今年の抱負ということですが，５年
前の２月入会ですので、ほぼ５年近くロータリー
ライフを楽しませていただきました。今年も抱負は「そ・わ・か」
の法則で過ごしたいと思います。「そ」は掃除の「そ」、「わ」は笑
いのわ、「か」は感謝のか、です。これで心身共に健康で幸せを
感じ、今年もロータリーライフを皆様と一緒に楽しませてくださ
い。ありがとうございました。

平成18年 6月入会・崎山 信幸 君
新年あけましておめでとうございます。本年度，初
めて委員長を仰せつかり委員会メンバーの暖かい
ご指導ご協力のおかげで，なんとか半分が過ぎま
した。委員会事業としましては市民大清掃を残し
ておりますが最後までしっかり努めてまいります。個人的には来
年の 4 月に向けて今年は勝負の年だと考えております。メンバー
皆様方のご指導ご鞭撻を戴きながら期待に添えるよう頑張ってま
いります。宜しくお願い致します。

平成18年7月入会・大久保 厚司 君　
明けましておめでとうございます。出席・会報委員会では事後抄
録をメールで受け付けております。昨年度末，例会時の「理事・
役員の半年を振り返って」の抄録が届くことを今か今かと首を ↗

となったではなく、38 名の選ばれし者として頑張っていきた
いと思います。

入会5年未満の会員卓話
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川崎 洋一君(平成19年4月入会)、後田 明子君(平成20年4月入会)、
中村 貴君(平成20年5月入会 )が欠席のため、入会5年未満
の会員9名による挨拶でした。

平成19年7月入会・本田 実 君
本年も宜しくお願いします。新年の抱負としまし
ては中央会に入会しました。で，眞澄ちゃんに
負けないようにゴルフの練習を頑張りブービーメ
イカーにならないようにと思います。仕事は不況
の折，人も削減し，交通事故も含めまして安全第一で頑張り
たいと思います。

平成19年11月入会・富永 博美 君
今年の抱負はありません．強いて言えば、バレー
を全国大会まで行きたいと思います。健康に留
意するため，毎週病院に通って , 今日は整骨医
院にいきますが・・・暴飲暴食を控えて，飲み
に行ったときは皆さん早く帰りましょう。正月に餅を食べ過ぎ
まして2～3kg 太りましたが・・。ゴルフは次期会長にスクラッ
チでも負けないようにしようと思います。

平成19年 6月入会・前田 眞澄 君
今年は個人的にはゴルフのスコアーを多くは望み
ません、130 台を何とか 120 台にしたいと思い
ます。中央会にも新メンバーが三人増え、これ
までほぼ私の独占場であったブビー争いが一層激しくなると思
います。ルーキーには負けられません。ゴルフの厳しさを教え
てあげます。「目指す物は低くくても志は高く」です。ロータリー
に関しては後り半年の副幹事としての職務を全うし、最後は
「お前は副幹事としてよくやった」と皆さんに惜しまれつつ６月
24 日の会長・幹事交代式を迎えることです。皆さん，多少
のご協力よろしくお願いします。

平成20年2月入会・浅野 訓一 君
今年も宜しくお願いします。入会して 1 年半ですが，未だに
最新入会員です。昭和 38 年度の東大の学長の挨拶で「小さ
な親切運動」を話されたのが始まりで、ほのぼ
のとした親切が日本中に連鎖することで少しでも
世を明るくしていきま。法人としてもこのテーマ
を掲げていきたいと思います。個人的には今年
子供が大学に行きますので 2 人となります。先輩の岩政君に
2人になった夫婦仲の秘訣を聞きたいと思っております。

平成20年 4月入会・川島 千鶴 君
今占いに凝っています。今日は最良の日のはずで
すが朝から何も起こりません。縁 ( 円 ?) がありま
したら仕事のお誘いでもして頂ければロータリー
活動もしっかりと頑張っていけると思います。個人
的には今年は出発点で色 な々ことが起こりそうな気がします・・・
結婚 ( 欠婚 )かな？宜しくお願いします。

平成20年7月入会・瀬戸 浩 君
あけましておめでとうございます。昨年末，中村貴君
の奥様と偶然お会いした時，「主人に個人指導し
てもらったおかげで、年末の病院の忘年会余興
では上達したマジックを見ることが出来ました。」と
お礼の言葉をいただきました。今年の抱負は昨年もいろいろ
追いまくられる日々だったので、今年こそは何事にも充分な準
備を心がけ、少しでも余裕を持もてるようにしたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

井上　亮 会長
会長の方針が解らない方にはご迷惑をかけてい
ると思いますが，皆様のおかげをもちまして，半
年ロータリーの会長をやれてきたと思います。後
は会員増強を進めて 20 周年事業は 40 名とした
いと思います。まだまだ，存在感のある会長で
すので後半年，宜しくお付き合いください。
( 平成 5年2月入会 )

池永 隆司 幹事
個人的には 5 月に娘が出産予定で，若手の会に
はいられないお爺ちゃんとなります。後半年，幹
事の仕事をスムーズに行えるよう，皆様のご協力
お願いします。会長との仲は改善しておりますので，
ご安心ください。
( 平成10年 8月入会 )

長 ?くして待っておりましたが，誰からも届きませ首
が伸びたまま，一人寂しく正月を迎えました。私事
では昨年5論文(筆頭3論文・原著4論文 )を書
き上げたことが唯一の朗報でした ( 性格暗くなった
なぁ・・昔は活発だったのに)

会長・幹事、今年の抱負

次回例会　　　1月14日(木 )　18：30～
次次回例会　　1月21日(木 )　12：30～

SAA/本日の司会：南部 建君、音響：鶴田 明敏君
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