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本日の出席８６.３％：会員数４４名・出席３６名・欠席６名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター１名
前々回の修正出席率１００％：出席３５名・メークアップ ７名・出席規定免除会員（２）２名

皆さん、こんにちは！本日は
とうとう「１年間を振り返って」
の卓話の日になりました。長い
ようで短く、短いようで長かっ
た１年でしたが、まだ実感がわ
いてきません。近年、このよう
に１年間が充実した年はなかっ
たと思います。しかし、佐世保
中央ロータリークラブの第２０代の会長として、本当にクラ
ブにとって、私で良かったのかなぁと自問自答しているとこ
ろであります。先輩や皆さんには少し物足りなく思われたと
思いますが、もう会長もあと２回の例会で終わりますので、
諦めて頂きたいと思います。
さて、シナリオライターで直木賞作家の藤本義一さんが、
ある講演会で３０歳までは誰とでもケンカし、突っかかって
いたが、３０歳を超えたら丸味ができ、角が取れたと言われ、
次から次に仕事も来るようになったということですが、藤本
さん自身がそのように演出しているだけで、他人が感じるほ
どのことはないということです。
そのようなことで、７月から会長を演出しなくていいわけ
ですので、伸び伸びと行動していきたいと思っております。

佐世保ロータリークラブ

円田

１． 例会変更
■佐世保東南ロータリークラブ
６月２９日（水）１２：３０→１９：００～
ハウステンボスＪＲ全日空ホテル
役員交代式のため

昭様

２． 来 信
■ガバナーエレクト事務所
第２７４０地区名簿最終校正のお願い
■佐世保東ロータリークラブ
市内８ＲＣチャリティーゴルフ大会お礼及び決算書の送付
■ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
第８回市内ＲＣ会長・幹事会議事録
■佐世保をきれいにする推進協議会
「空き缶回収キャンペーン」参加のお礼

３． 伝達 ・ 通知
・理事・役員の皆様は今年度活動報告書を２０日迄に提
出をお願いします。
・来週の例会は理事・役員の皆様の一年間の活動報告に
なっていますので、出席をお願いします。

担当 ： 竹本 慶三君

佐世保ロータリークラブ 円田 昭様
私、佐世保ロータリークラブの円田 昭と申します。先日、
当クラブのメンバー４名の皆様と楽しい旅行をさせて頂
きました。その折、ゴルフにて指山様より少しばかり「心
遣い」を頂きましたので、ニコニコさせて頂きます。お
世話になりました。追伸…田雑会長の最後を見届けに来
ました。南部幹事お疲れ様でした。
田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事
皆様こんにちは。本日の卓話は私が「一年を振り返って」
をお話します。宜しくお願いします。さて、本日のキーワー
ドはドイツ気象庁です。当てにならない日本の気象庁の
代わりに、放射能汚染予報がチェック出来ます。他には
台湾、ノルウェー、オーストリア、アメリカ、フランス
があります。
古賀 純男君
４０年のゴルフ人生で大変ショックを受けました。長富、
牟田両君にグロスで負けました。約束通り鮨をごちそう
するはめになり、悔しくて毎日眠れません。腹が立つので、
２人にニコニコを後で徴収して下さい。

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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大久保 厚司君
田雑会長、お疲れ様です。半年前に長大学部長に第３２
回日本歯内療法学会のオーガナイザー及びシンポジスト
を任命されまして、大学院生かと思うような実験を続け
て例会をサボってました。７月３１日までサボります。
お疲れ様です。お疲れ様です。
糸瀬 新君
結婚記念日の花束ありがとうございました。結婚記念日、
６月１１日（土）に山登りに行って大ヒンシュクだった
のですが、お陰様で仲直りできました。
岡 光正君 ・ 徳永 英太朗君
先日は歓迎会を開催して頂きありがとうございました。
これからガンバッテ行きますので宜しくお願い致します。

本日の合計
本年度の累計

19,000 円
836,000 円

1 年を振り返って 会長

田雑 豪裕君

本日は、
「1 年を振り返って」という大変
後ろ向きの卓話で、申し訳ありませんが、
私・幹事・副会長・副幹事の思い出として、
お聞き頂ければ幸いです。
本年度２０１０～１１年度レイ・クリン
ギンスミスＲＩ会長は「ロータリアンにロー
タリーの原則の重要性を再確認してもらう
こと」と「ロータリアン以外の人々にロータリーの目的を説明する
こと」の２つの目標を満たすテーマとして、
「地域を育み、大陸を
つなぐ」というテーマにされました。高原武彦地区ガバナーは、足
元から活性化を考えクラブが生き生きと楽しく活動され、家族と共
に行う奉仕で地域を育むこととなり、特に親睦と職業奉仕を重点
的に行うということで「地域・家族と共に生き生きロータリー」を
地区テーマとされました。
さて、佐世保中央ロータリークラブは本年度２０周年を迎えま
した。その２０周年という意義を考え、輝かしい足跡と歴史に誇
りを持ち、２０年から２１年へと新しいスタートラインに立ち、会
員一丸となってふれあいより生まれた、絆の大切さを観つめ、感
謝の心で２０年目のありがとうという、ふれあいコンサートのテー
マといたしました。本年度の佐世保中央ロータリークラブのテー
マは、それに輝かしい未来へと飛翔いて行くことで、
“飛翔こう！
ロータリー。観 ( みつめよう！ロータリー。
”といたしました。
【創立２０周年実行委員会】
委員長：長富寿人 副委員長：古賀純男
事業部会長：坂井智照
記録・総務部会長：福田英彦
式典部会長：牟田憲市
趣旨として高齢化社会で格差の広がりが加速し、区切 りや線
引きが壁を作り「ふれあい」というコミュニケー ションがな
くなっている。そのようなことで、
★創立２０周年記念「ふれあい音楽コンサート」事業
会 場：アルカスＳＡＳＥＢＯ
日 時：９月２６日(日） １３時開演
出演者：新星７８・フォークソンググループ かちがらす
長崎県立佐世保特別支援学校和太鼓部
佐世保中央ＲＣ夫人コーラス コスモス
入場者：市民、障がい者 １，０００人

８/１７～９/３ キャラバン隊を編成し、第 5Ｇ・第 6Ｇの
ロータリークラブ、ソロプチミスト訪問
９/３ＫＴＮテレビ長崎 Gopan 出演
★創立２０周年記念式典及び祝賀会
期日：１０月１４日（木）
会場：九十九島観光ホテル
《 姉妹クラブ 釜山蓮山ＲＣとの共同事業 》
ラオス・スファヌボン大学へコンピューター・クーラー寄贈
★創立２０周年記念懇親旅行
11/27 ～ 28 雲仙・島原
【委員会活動】
a.クラブ奉仕委員会
活動方針 １．クラブを円滑に機能させ充実させること
滑らかな例会の進行
２．
「朋有り、遠方より来る，又悦しからずや」
会員増強の必要性の啓蒙
b.親睦活動委員会
納涼家族例会 「海の駅船番所」 船上の花火大会見学
忘年家族例会 「万松楼」
延寿会
「翠濤園錦」古希：古賀純男君・鶴田明敏君
c.社会奉仕委員会
9/4 九十九島環境改善プロジェクト 地区補助金申請
5/14 ～ 15 地区ＲＹＬＡ 参加 （福江）
長寿苑訪問 夫人コーラスグループ コスモス
東日本大震災義援金のためのバザー開催
d.職業奉仕委員会
11/11 社員招待映画例会
3/10 石川邦夫九州大学教授卓話
「民主的資本主義経済における日本のあり方」
e.国際奉仕委員会
ＰＨＦ３名・ポリオ・プラス１名・米山功労者２名
4/14 釜山蓮山ＲＣ創立２０周年記念式典出席
なれない韓国語で挨拶
【クラブ定款 ・ 細則改正】
２０１０年規定審議会の改正に伴い定款・細則を改正
【坂井智照次年度第６Ｇガバナー補佐激励会】
5/12 セントラルホテル
【第 2740 地区第 5Ｇ・ 第 6Ｇ会員研修会】
ＩＭにかわって 7/22 九十九島観光ホテル
【第 2740 地区 地区大会】
11/5
ＲＩ会長代理晩餐会
11/6 ～ 7
地区大会
有田ポーセリングパーク
記念講演 14 代酒井田柿右衛門氏
「有田の伝統を語る」

最後に、全会員の皆様、理事・役員の方々には、1 年間大変
お世話になり非常に感謝いたしております。特に幹事には苦
楽を共にして頂き、ありがとうございました。もし、1 年間ここ
に居られる南部幹事に支えて頂かなければ、スムーズに事が
運んでなかったと思います。それと皆様がこの２０周年という
節目に、一致団結し、力を合わせ、全員で取り組むことが出来
たことが、成功につながったと思っております。この輪が３０
年、４０年と広がっていくことを祈念申し上げ、1 年間のご報
告といたします。
次回例会 ： ６月２３日 （木） １２ ： ３０〜
次回献立 ： ホテル側資料に記載無し
SAA ： 古賀 純男君／音響 ： 本田 実君

