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本日の出席率82.5％・会員数40名・出席33名・欠席7名・ビジター0名／前々回の修正出席率97.5％・出席37名・メークアップ2名・出席指定除外0名

皆さん、こんばんは。もう２回
目の例会となりました。梅雨の
うっとうしい毎日の中、参議院選
真っ盛りで、明日７月９日に自民党
の河野 太郎代議士が、７月１０日に
小池 百合子代議士が、来佐される
ようです。
さて、昨日は市内８ロータリークラブの会長幹事会が、
ハウステンボス J R 全日空ホテルで開催され、行ってまいり
ました。２０周年のふれあいコンサートの広告の依頼や、
式典などのご案内をしてまいりました。７月２日には、
市内８ロータリークラブ会長、幹事の方々と市長を訪問し、
同日佐世保南ロータリークラブ例会に出席、７月５日には
佐世保北ロータリークラブ例会に出席して、先の会長幹事
交代式の御礼を、拡大補佐の松尾さんにお伝えしてまいり
ました。そして、７月７日には佐世保ロータリークラブ例会
に出席いたしました。
現在佐世保中央ロータリークラブの理事会では、
a．納涼例会の件（８月７日）
b．ガバナー補佐訪問（９月２日１２：３０〜）
、ガバナー
訪問の件
c．九十九島環境改善プロジェクト（９月４日／ロータリー
財団地区補助金￥５０,０００を頂きました。
）
などを協議しております。本日は、第１回目のクラブ協議会
です。また、例会終了後には、２０周年の実行委員会が、
１９：３０
より行われます。
それから、この挨拶を考えている時に「もう第２回目の会長
挨拶になりました。
」と申し上げましたが、これを「“まだ”
第２回目」と言うのとでは、随分意味合いが違うようです。
『もう』と『まだ』２文字のことで、こんなに人に与える印象
が違ってきます。このことと違うことですが、些細な言葉で
も角が立つ場合があると思います。人の口から出た言葉は
“生きもの” になります。言葉を大切にし、
失言を失くすよう、
努力していきたいと思っております。

1. 例会変更
佐世保北ロータリークラブ
７月１２日( 月 ) １８：３０〜 （株）西沢本店７Ｆアルバトロス
／納涼例会・新入会員歓迎会のため
２．来
信
・国際ロータリーより
２０１０年７月国際ロータリー半期報告書
・財団法人ロータリー米山記念奨学会より
２０１０年度上期普通寄付金のお願い
・ガバナー事務所より
１）２０１０〜２０１１年度地区資金前期分送金のお願い
２）地区大会事務局開設のご案内
所在地：佐賀県西松浦郡有田町南原丁１７５−５
ガバナー事務所内
電話番号：０９５５−２５−９１１３
ＦＡＸ番号：０９５５−２５−９１２０
E-mail：chik utaik ai@samba.oc n . n e . j p
執務時間：月曜日〜金曜日 ９：００〜１６：００
( 土曜日・日曜日、祝祭日は休み )
３．伝達・通知
ありません

田雑 豪裕会長・西村 浩輝副会長・南部 建幹事
開催中のワールドカップですが、どちらが優勝しても初優勝
で、８番目の国となるそうです。楽しみですね。本日例会後
２０周年実行委員会の会議があります。各委員長の方、
よろしくお願いします。
大久保厚司君
先週の土曜、田雑会長の三男が博多に田雑夫婦を招き、
初めてのボーナスで食事をプレゼントしました。何と言う
親想いな子供でしょう。会長、今年だけは見習って下さい。

週報制作：出席・会報委員会／田代 博之、芥川 浩一郎、本村 政信、川崎 洋一、川島 千鶴、瀬戸 浩
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親睦活動委員会一同
会長･幹事交代式の次は納涼例会です。今回の納涼例会は
佐世保湾をクルーズ。そして船番所で食事。帰りは船上より
花火を見学し、午後９時頃佐世保に帰港する計画です。
たくさんの方にご参加頂き、船番所のバイキングを赤字に
してみたいと思っておりますので、皆様のご協力を宜しく
お願い致します。案内状は来週皆様のお手元に届きます。

本日の合計
本年度の累計

第１回クラブ協議会

5,000 円
122,000 円

司会・進行／南部 建君

クラブ奉仕委員長／橋口 佳周君
クラブ奉仕委員長の橋口でございます。
副委員長に淺野訓一君を擁し、クラブ
管理委員会・出席会報委員会・親睦活動
委員会・S A A の４委員会を束ねた委員
会です。クラブ内の管理を中心に滑ら
かな例会進行を目指し、またクラブ奉仕
はロータリーの原点と考え、１年間頑張りますので、よろ
しくお願いします。
クラブ管理委員長／岩政 孝君
４年前に、職業分類委員会・会員増強
会員選考委員会・プログラム委員会・
ロータリー情報委員会の４委員会が統
合されて出来た委員会です。通称３年
委員会と申しまして、過去３年の会長・
幹事が３年間在籍します。職業分類に
関しましては、新入会員の職業を大・小分類化し、理事会
へ提出します。この委員会の主たる仕事は、会員増強・選考
です。会員全員で会員増強を行い、候補となられた会員情報
等の整理を行います。プログラムに関しては、年当初会長・
幹事と例会のスケジュールを共に策定します。ロータリー
情報は、ロータリー理解推進月間がありますので、期間中
の卓話に於いて会員のロータリーに対する啓蒙をする、と
言うものです。１年間よろしくお願いします。
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SAA委員長／富永 博美君代理・坂井 智照君
委員長が病欠のため、１年の抱負・
計画に関しては申し上げられませんが、
例会への参加意識を高めながら１年間の
スケジュールに沿って進めて行きたいと
考えています。
親睦活動委員長／野村 和義君
本年度親睦活動委員長を仰せつかり
ました、野村和義です。１懇親会１責任
者制を執りまして、５つの懇親会事業に
取り組みます。すでに会長・幹事交代式
は岩政 孝君担当で終了しました。次の
納涼家族例会は平岩義明君担当です。
今年の親睦活動委員会の目標は、
「１年間掛けて後田明子君を
スターにしよう」としました。皆様方のご参加・ご出席が
なければ、何も出来ない委員会ですので、皆様多数のご出席
を宜しくお願い致します。
職業奉仕委員長／大久保 厚司君
R I 第２７４０地区２０１０〜２０１１年
地区職業奉仕委員会では、R I による職業宣言
と職業奉仕に関する声明は、十分に理解
できない現状があり、会員自身に職業奉仕
について考えて頂く事を目標としています。
その具体案として
1. 各クラブの職業奉仕委員長は例会で年 1 回以上の卓話を
行い、会員の意識を深めてもらう。
2. 炉辺会合のテーマに「職業奉仕」を取り上げ会員の認識
を深めてもらう。また、職業奉仕セミナーは9月18日(土)１３：３０
〜１６：３０佐賀県立九州陶磁文化会館で開催するとされます
ので、興味のある方はセミナーへ出席をお願いします。
佐世保中央ロータリークラブ職業奉仕事業計画としては職業宣言
と職業奉仕の根底が、グローバルな民主主義国家と日本社会の
根幹とは思考構造が大きく異なり、理解しづらいと推察します。
よって、今年度は社員慰労、会社リーダーの質と思想向上の点
に焦点を絞りたいと思います。
1. 本年度は２０周年記念事業を充実させるため、職場訪問
例会開催を見送りたいと思います。
2. 社員招待例会（映画鑑賞例会）は通年通り。
3. 長崎大学院大学や九州大学院大学からの、社会人大学院
や会社リーダーの質と思想向上の説明とその思考に基づく
経済についての講話。

出席・会報委員長／田代 博之君
今年度の会報委員会の基本方針は、
委員会メンバー全員で週報を作ろうと
いうことです。その為に出来るだけ簡単に
週報が作れるように、システム化をしま
社会奉仕委員長／溝上 純一郎君代理・瀬戸 浩君
した。田雑会長にも、例会日までに原稿
２０１０〜２０１１年社会奉仕委員会
を送って貰うようにしました。レイアウト
活動計画は、まず今月７月１９日（月・祭）
を変更しましたので、是非ホームページで新しい週報を見て
海の日ビーチクリーンアップ事業で、先日
いただきたいと思います。出席委員会は、８０％以上の出席
よりご案内の通り鹿子前パールシー海岸
を目指したいと思います。尚、修正出席率は１００％を続け
他の清掃活動を行います。皆様のご参
たいと思いますので皆様のご協力をお願いします。今年一年
加宜しくお願いいたします。９月４日
よろしくお願いします。
（土）九十九島環境改善プロジェクト事業で、九十九島周辺の
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清掃活動を行います。佐世保市内の小学生や長崎県立佐世保
特別支援学校等にも参加案内中です。また本年は、海きらら
の見学も含め予定中です。１０月には昨年に引き続きバザー
も行う予定です。年明け２０１１年、日時は未定ですが五島・
福江で開催予定の R Y L A に参加予定です。例年通り市民
大清掃にも参加予定です。以上１年間の主な委員会活動予定
ですが、会員皆様の事業参加並びにご協力を宜しくお願い
申し上げます。
国際奉仕委員長／八重野 一洋君
国際奉仕委員会の委員長を拝命致し
ま し た 八 重 野 で ご ざ い ま す。１ 年 間
宜しくお願い致します。青年会議所時代
より韓国釜山市にはご縁を頂き、ロータリー
でも姉妹クラブが釜山のクラブとは、
まさかとの驚きでした。今年は当クラブ
の創立２０周年、２０周年式典部会の方と密に連携をとり
釜山蓮山ロータリークラブのメンバーに満足して頂く内容の
接遇を執り行いたいと思います。そして、4 月の釜山蓮山
ロータリークラブ公式訪問時も、多数のメンバーで楽しく
訪韓出来る企画を考えたいと思います。どうぞ宜しくお願い
致します。

次回例会
次々回例会

7 月 15 日 ( 木 )
7 月 22 日 ( 木 )

S A A ：四元

清安君／音響：古賀

memo

12：30〜
12：30〜
純男君
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20 周年記念実行委員長／長富 寿人君
皆様には、２０周年記念事業に対して
いろいろとご協力頂きまして、ありがとう
ございます。いよいよ記念事業も、
具体的にそれぞれの役割を決めて行く
段階に入りました。これから、例会時に
少しお時間を頂き、実行委員会や
各部会で決まりました事を随時報告
致しますので、よろしくお願いします。
記念事業部部会長／坂井 智照君
事業部会からお願いがございます。
各会員のセルフボックスの中にチラシ
３０枚、入場整理券１０枚、ポスター
１枚を入れていますので、お持ち帰り
の後適所へお配り下さい。現在、
粛々
と準備を進めている状態です。瀬戸
君のお子様が通っている小学校で、
記念講演の話しをしたら、計５０名の参加を頂いたと嬉しい
連絡がありました。会員の皆様の中で、近所や小学校・
中学校において記念講演事業や、趣旨等にご賛同頂ける
ところがあれば、チラシ・ポスター・入場整理券は事業部
にありますので、ご利用下さい。

