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䚷᪥䛿ᮏᖺᗘ᭱ᚋ䛾ኪ䛾䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹 䜒䛖䛩䛠⤊䜟䜚

䛛䛸ᛮ䛘䜀㛗ᣵᣜ䜒ఱ䜒ヰ㢟䜢ᛮ䛔ᾋ䛛䜉䛺䛔≧ែ䛷䛩䚹

䚷୍᪥䚸 ⟶᪂ෆ㛶䛜Ⓨ㊊䛧䜎䛧䛯䚹 Ẹඪ䛾ᨭᣢ⋡䛜୍

䛿 㻞㻜䠂䜢䜚㎸䜣䛷⮬Ẹඪ䜒ᜥ䜢྿䛝㏉䛧䛛䛡䜎䛧䛯䛜䚸

䛣䛣䛻᮶䛶Ẹඪ䛾ᨭᣢ⋡䛜 㻢㻜䠂ྎ䛻䠲Ꮠᅇ䜢䛧䛶䛝䛯䜘

䛖䛷䛩䚹 䛣䜜䛷 㻣᭶䛾ཧ㆟㝔㑅ᣲ䛜୍Ẽ䛻ຍ㏿䛩䜛䛾䛷䛿

䛺䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛䜎䛯䚸 ヰ䛿ኚ䜟䜚䜎䛩䛜᪥䛛䜙༡䜰䝣䝸䜹

䛷䝃䝑䜹䞊䠳ᮼ䛜ጞ䜎䜚䜎䛩䚹 ᪥ᮏ௦⾲䛾ά㌍䜢ᮇᚅ䛧䛯䛔

䛾䛷䛩䛜䚸 ⌧≧䛷䛿㠀ᖖ䛻ཝ䛧䛔ᡓ䛔䛻䛺䜚䛭䛖䛷䛩䚹 䜎䛪

䛿䚸 ึᡓ䛾䜹䝯䝹䞊䞁ᡓ䛻䛧䛶ໃ䛔䛵䛝䛯䛔䜒䛾䛷䛩䚹

䚷䛥䛶䚸 ᪥䛿䛣䛾ᚋ䚸 ⚾䛾༟ヰ䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䛾䛷᪥䛿

䛣䛾䛟䜙䛔䛷㛗ᣵᣜ䜢⤊䜟䜚䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹

幹事報告
幹事／池永 隆司 君

➨㻥㻟㻜ᅇ䚷ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻢᭶㻝㻜᪥ 㻔ᮌ䠅㻌㻛㻝ᖺ䜢䜚㏉䛳䛶 㼜㻚㻝

本日の出席率
会員数
出席
欠席 ( 免除 0人 )
ビジター
前々回の修正出席率
出席
メークアップ
出席規定除外

７０.０%
４０名
２８名
１２名
０名

９７.４％
３２名
５名
0名

䠍䠊ኚ᭦

䚷䚷ఀ㔛す䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤

䚷䚷䚷䠒᭶䠎䠐᪥㻔ᮌ㻕䠍䠔䠖䠏䠌䡚䚷

䚷䚷䚷ఀ㔛㏄㈱㤋䚷ᖺᗘᮎ᠓ぶ䛻䛯䜑

䠎䠊᮶䚷䚷ಙ

䚷䞉䜺䝞䝘䞊䜶䝺䜽䝖ົᡤ䜘䜚

䚷䚷䠍䠅 䜽䝷䝤ዊ㒊㛛◊ಟ䝉䝭䝘䞊㛤ദ䛻䛴䛔䛶

䚷䚷䚷᪥䚷䚷䚷ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠓᭶䠍䠍᪥㻔᪥㻕䚷

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠍䠏䠏䠌ศ䜘䜚ཷ䚷䠍䠐㛤䡚䠍䠓㛢

䚷䚷䚷䚷䚷ሙ䚷Ṋ㞝䝉䞁䝏䝳䝸䞊䝩䝔䝹䚷

䚷䚷䚷ฟ㻌ᖍ㻌⪅䚷ḟᮇ䜽䝷䝤㛗䚸ᢸᙜ⌮ཪ䛿ቑᙉጤဨ㛗

䚷䠎䠅 ḟᖺᗘබᘧゼၥ䛾䝍䜲䝮䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶

䚷䚷䚷䜺䝞䝘䞊බᘧゼၥ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠕᭶䠕᪥㻔ᮌ㻕

䚷䚷䚷䜺䝞䝘䞊⿵బゼၥ䜽䝷䝤༠㆟䚷䠕᭶䠎᪥㻔ᮌ㻕

䚷䞉బୡಖᮾ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤䜘䜚

䚷䚷➨㻟ᅇబୡಖᕷෆ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤㛗䞉ᖿ䛾䛤ෆ

䚷䚷䚷᪥䚷䚷䚷ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠓᭶䠓᪥㻔Ỉ㻕䠍䠔䠖䠏䠌䡚

䚷䚷䚷ሙ䚷䚷ᡤ䚷䝝䜴䝇䝔䞁䝪䝇䠦䠮᪥✵䝩䝔䝹

䚷䞉బୡಖᕷᾏ䛾᪥༠㈶䜘䜚

䚷䚷ᾏ䜢䛝䜜䛔䛻 䇺䝡䞊䝏䞉䜽䝸䞊䞁䜰䝑䝥䇻 䜈䛾ཧຍ䛾䛚㢪䛔

䚷䚷䚷᪥䚷䚷䚷䚷ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠓᭶䠍䠕᪥㻔⚃䞉᭶㻕䚷

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ύᤲάື༗๓㻥䛛䜙㻝㛫⛬ᗘ

䚷䚷䚷ᐇሙᡤ䚷㮵Ꮚ๓ᆅ༊䚸ಥ䞄ᾆᆅ༊

䚷䞉㝣ୖ⮬⾨㝲㌷㥔ᒡᆅ㻌す㒊᪉㠃⥲┘㒊⥲ົ㒊ᗈሗᐊ䜘䜚

䚷䚷㝣ୖ⮬⾨㝲す㒊᪉㠃㡢ᴦ㝲➨䠏䠓ᅇᐃᮇ₇ዌ䛾䛤ෆ

䚷䚷䚷᪥䚷䚷䚷ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻣᭶㻝㻜᪥㻔ᅵ㻕㻝㻠䡚㻝㻢

䚷䚷䚷ሙ䚷䚷ᡤ䚷㛗ᓮ䝤䝸䝑䜽䝩䞊䝹

䚷

䚷䞉䛥䛫䜌ᱜ䛾䜘䜚

䚷䚷䛂䛥䛟䜙㏻ಙ䛃 ㏦

䚷

䠏䠊ఏ㐩䞉㏻▱

䚷䚷㻢 ᭶ 㻢 ᪥䛻⾜䜟䜜䜎䛧䛯✵䛝⨁ᅇ䜻䝱䞁䝨䞊䞁䛻䛿䠍䠎ྡ

䚷䚷䛾ཧຍ⪅䛷䛧䛯䚹

会長：井上 亮／副会長：平岩 義昭／幹事：池永 隆司創立：1990年9月29日／認証：1990年10月22日



➨㻥㻟㻜ᅇ䚷ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻢᭶㻝㻜᪥ 㻔ᮌ 㻕㻛䠍ᖺ䜢䜚㏉䛳䛶　 㼜㻚㻞

ニコニコボックス
親睦活動委員会／瀬戸 浩君

ୖ�ு㛗࣭ᖹᒾ�⩏㛗࣭ụỌ�㝯ྖᖿ

ୖ㛗䜘䜚 䠗 ᮏ᪥䛿୍ᖺ䜢䜚㏉䛳䛶䛾㛗༟ヰ䛷䛩䚹 ⓙ

䛥䜣䛣䛣䜝䛧䛶⪺䛔䛶ୗ䛥䛔䚹 ᭱ᚋ䛾᭱ᚋ䜎䛷㛗ᨭᣢ⋡䛜Ẽ

䛻䛺䛳䛶䛔䜛᪥䛣䛾㡭䛷䛩䚹

ᖹᒾ㛗䜘䜚 䠗 䛸䛖䛸䛖᭱ᚋ䜎䛷㛗௦⾜ᣵᣜ䛜䛺䛟⤊䜟䜚䛭

䛖䛷䛩䚹 㛗䛜ඖẼ䛳䛶䛔䛖䛾䜒⪃䛘䜒䜣䛷䛩䛽䚹 ୍ᅇⅬ

㚝䜢䛺䜙䛧䛶䜏䛯䛛䛳䛯䛷䛩䚹 ⓙ䛥䜣᭱ᚋ䜎䛷ୖ䜢䜘䜝䛧

䛟䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹

ụỌᖿ䜘䜚 䠗 ⓙ䛥䜣䛿⚾䛾䜢ᬯ䛔䛸䛚ᛮ䛔䛷䛧䜗䛖䛜䛣䜜

䛿ୖ㛗䜢䜘䜚䜛䛟㍤䛛䛫䛶ぢ䛫䜛䛯䜑䛾₇ฟ䛰䛳䛯䜣䛷

䛩䜘䚹 ග䜚䛸ᙳ䛿⾲୍య䚸 ᭱ᚋ䜎䛷 䛂㯮Ꮚ䛃 䛻ᚭ䛧䜎䛩䚹

๓⏣┾ྩ

᪥䚸 ᰆᮌ䛻⺯䜢ぢ䛻⾜䛝䜎䛧䛯䚹 䛘䚸 ㄡ䛸⾜䛳䛯䛛䛳䛶䚹

䛭䜜䛿⛎ᐦ䛷䛩䚹 ᭱㏆㌟㎶ᩚ⌮䜢┿䛻⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹 䛭

䛾୰䛾୍ே䛻ᕝᓥྩ䜒ධ䛳䛶䜎䛩䚹 ᕝᓥྩ䛩䜏䜎䛫䜣䚹 䜎

䛷䛾䛿䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻䛧䛶ୗ䛥䛔䚹 ⓙ䛥䜣➗䛳䛶㡬䛡䜎䛧䛯

䛷䛧䜗䛖䛛䠛᭱ᚋ䛿➗㢦䛷⤊䜟䜚䛯䛔䛷䛩䛽䚹 ᅇ䜢ධ䜜䛶䛒

䛸䠏ᅇ䛾䚸 䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹

䠕᭶䠎䠒᪥ 㻔᪥ 㻕 䜰䝹䜹䝇䠯䠝䠯䠡䠞䠫䛷䜅䜜䛒䛔㡢ᴦ䝁䞁䝃䞊䝖䚸

䠍䠌᭶䠍䠐᪥㻔ᮌ 㻕䠎䠌࿘ᖺグᛕᘧ䛻ྥ䛡䛶䚸 䠒᭶䠍䠐᪥䛻䠎䠌࿘ᖺ

ᐇ⾜ጤဨ䜢㛤ദ⮴䛧䜎䛩䛾䛷䚸ฟᖍ䛾⛬䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛧

䜎䛩䚹

２０周年実行委員会報告
委員長/長富 寿人 君

次年度幹事/南部 建 君
委員会報告

䠍䠊ဨྡ⡙䛾ኚ᭦䛜䛒䜛ဨ䛿ᮏ᪥䜎䛷䛻ኚ᭦ᒆ䛡䜢ᥦฟ

䚷䚷㻌䛧䛶ୗ䛥䛔䚹

䠎䠊➨䠑䞉➨䠒䜾䝹䞊䝥䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤ဨ◊ಟ㛤ദ䛾䛤ෆ

䚷䚷᪥䚷㻌䚷䚷䠓᭶䠎䠎᪥㻔ᮌ䠅 ◊ಟ䚷䠍䠒䡚䠍䠔䠎䠌ศ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷㻌᠓ぶ䚷䠍䠔䠏䠌ศ䡚䠎䠌

䚷䚷ሙ䚷㻌ᡤ䚷䚷༑ᓥほග䝩䝔䝹

䚷䚷ᑐ㇟⪅䚷䚷➨䠑䞉➨䠒䜾䝹䞊䝥䜽䝷䝤ဨ

䚷䚷Ⓩ㘓ᩱ䚷䚷䠒㻘䠌䠌䠌

䚷䚷◊ಟෆᐜ䚷䝻䞊䝍䝸䞊䛾ᇶ♏䞉䝻䞊䝍䝸䞊⯡䚷䚷

ᮏ᪥䛾ྜィ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻠㻘㻜㻜㻜

ᮏᖺᗘ䛾⣼ィ䚷䚷䚷䚷㻌㻤㻞㻞㻘㻞㻠㻜 

   一年を振り返って　　井上 亮会長
᪩䛔䜒䛾䛷䛩䛽䚹 䜰䝑䛸ゝ䛖

㛫䛾୍ᖺ䛷䛧䛯䚹 ⓙᵝ䛾୍

ᖺ㛫䛾䛤༠ຊ䛻ឤㅰ䛔䛯䛧

䜎䛩䚹䛂⮬ศ䛾Ⅽ䛻ᴦ䛧䜒䛖䚹

ே䛾Ⅽ䛻ዊ䛧䜘䛖䛃 䜢䝔䞊

䝬䛻䝇䝍䞊䝖䛧䜎䛧䛯䚹 ᯝ䛯䛧

䛶୍ᖺ㛫䛹䛖䛰䛳䛯䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛᭱㏆ဨ䛾ῶᑡ䛜䛹䛾䜽䝷䝤

䜒ᝎ䜏䛾✀䛷䛩䛜䚸 䛭䛾༙䛿䠏ᖺᮍ‶䛾᪂ධဨ䛜ከ䛔䛭

䛖䛷䛩䚹 䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤䛻䛺䛛䛺䛛䛺䛨䜎䛺䛔䛾䛜ཎᅉ䛰

䛭䛖䛷䛩䚹 䜒䛱䜝䜣ඛ㍮䛾⚾䛯䛱䛾Ẽ㓄䜚䛜㊊䜚䛺䛔䛾䛷

䛧䜗䛖䛜䚸 䜔䛿䜚⮬ศ䛷ᴦ䛧䜏䜢ぢ䛴䛡䚸 䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤

䛾άື䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜ඛỴ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹 䛭䛧䛶䜒䛱䜝

䜣䛭䛾ᚋ䛿ዊάື䛷䛩䚹

䚷䛭䜜䛷䛿䚸 ୍ᖺ䜢䜚㏉䜚䛺䛜䜙䛚ヰ䛧䜎䛩䚹 䜎䛪䚸 䛣䛾

㛗ᖍ䛻ᗙ䛳䛶୍␒Ẽ䛻䛺䜛䛾䛜ฟᖍ⋡䛷䛩䚹 ẖᅇ

᪥䛾Ḟᖍ䛿ఱྡ䛰䜝䛖䛛䠛䛸䚸 ᖿ䛸ᚰ㓄䜀䛛䜚䛧䛶䛔

䜎䛧䛯䚹 䛚㝜䛷⌧ᅾ䛾ฟᖍ⋡䛿䠔䠑㻚䠏䠂䛸䜋䜌ཤᖺ୪䜏䛷

Ᏻᚰ䛧䜎䛧䛯䚹 䜎䛯䚸 䛾⚾ㄒ䜒㠀ᖖ䛻Ẽ䛻䛺䜛䜂䛸

䛴䛷䛩䚹 䛣䜜䜒䚸䠯䠝䠝䛾ⓙ䛥䜣䛾䛚䛛䛢䛷௨๓䛸ẚ䜉䛯䜙

ᑡ䛺䛟䛺䛳䛯䜘䛖䛷䛩䚹 ဨቑᙉ䛷䛩䛜䚸 ṧᛕ䛺䛜䜙๓༙

䛻䠎ྡ䛾㏥⪅䛜ฟ䛶䛧䜎䛔䜎䛧䛯䚹 䛧䛛䛧䛣䜜䜒ⓙᵝ䛾䛤

༠ຊ䛷䠒᭶䛻ධ䜚䠎ྡ䛾᪂ධဨ䜢㏄䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹 ぶ

╬άືጤဨ䛻䛿ኟ䛾⣡ᾴ䚸 ❧グᛕ᠓ぶ䚸 ᛀ

ᖺᐙ᪘䚸 ᘏᑑ䚸 䛭䛧䛶᪂䛧䛔ヨ䜏䛷䛾䝇䝫䞊䝒

䛸ᮏᙜ䛻⣲ᬕ䜙䛧䛔⏬䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹 ⫋ᴗዊጤဨ

䛷䛿䚸 ⫋ሙゼၥ䜢䡞ᾏ䛝䜙䜙䛃䚸 ♫ဨᣍᚅ䛷䛿

䛂⚾䛾୰䛾䛒䛺䛯䛃 䛸⣲ᬕ䜙䛧䛔⏬䜢ぢ䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹

♫ዊጤဨ䛷䛿㛗ᓮ┴❧≉ูᨭᏛᰯ䛾⏕ᚐ䜔ᐙ᪘䜢ᣍ

䛝䚸 ⓑᾏỈᾎሙ䛾Ύᤲάື䜢䛔䛯䛧䜎䛧䛯䚹 䛭䛾ᚋಖㆤ

⪅䛾᪉䜘䜚ឤㅰ䛾ᡭ⣬䜢㡬䛝䚸 䛣䛾ᴗ䛾ព⩏䜢③ឤ䛔䛯

䛧䜎䛧䛯䚹 䜎䛯䚸 ጤဨ䛾Ⓨ䛷䝞䝄䞊䜢㛤ദ䛧┈㔠༑

䜢బୡಖᕷ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹 ᅜ㝿ዊጤ

ဨ䛷䛿❧グᛕ䛾㡑ᅜ䛛䜙䛾䝯䞁䝞䞊䛾᥋ᚅ䜢ᑡ䛺䛔ண

⟬䛷⢭୍ᮼ䛾Ḽ㏄䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䛧䚸 㡑ᅜゼၥ䛾㝿䛻

䛿䠎䠓ྡ䜒䛾ཧຍ⪅䜢ᚓ䚸 ᴦ䛧䛟㡑ᅜ䛾᪑䛜ฟ᮶䜎䛧䛯䚹 ୍

ᖺ㛫䛾ⓙᵝ䛾䛤༠ຊ䛻ᨵ䜑䛶ឤㅰ⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹

ḟᅇࠉ���㸴᭶㸯㸵᪥�ᮌ�㸯㸰㸸㸱㸮㹼

ḟḟᅇࠉ�㸴᭶㸰㸲᪥�ᮌ�㸯㸶㸸㸱㸮㹼

㹑㸿㸿�ᮏ᪥ྖࡢ㸸ᕝᓥࠉ༓㭯ྩࠊ㡢㡪㸸༡㒊ࠉᘓྩ
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2009 年７月２日
会長運営方針発表

2009年７月２０日
海の日に因んで

ビーチクリーンアップ

2009年８月１日
高松裕吉親睦委員長発案の
在日米軍基地での納涼家族例会

2009年 9月５日
白浜クリーンアップ事業

2009年 11月 12日
社員招待例会 (映画例会 )

2010 年 1月 7日
新年例会

2010年 1月 28日
職場訪問例会 (海きらら )

2010 年 2月 7日
IM( インターシティ・ミーティング )

2009 年 12月 12日
忘年家族例会

2009年 10月 8日
創立 19周年記念例会

2009年 11月 11日
バザーの模様
職業奉仕委員会
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2010 年 2月 13日
延寿会 2010年 3月１1日

スポーツ例会 (ボウリング )

2009 年 9月 7日
ガバナー公式訪問

佐世保東ロータリークラブとの
合同例会

2009年 11月 7日
島原地区大会

市長卓話・2009年 8月 6日と 2010年 4月 22日

2010 年 4月 8日
釡山蓮山ロータリークラブ公式訪問

2010年 5月 14日
地区協議会
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