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本日の出席率７３.３３％：会員数４７名・出席２６名・欠席１４名・出席規定免除会員７名・ビジター０名

前々回の修正出席率９５.４５％：出席３５名・メークアップ０名・出席規定免除会員６名

 皆様こんばんは。 梅雨入りで天

気が悪い日が続いていますが体

調は大丈夫ですか？中央 RC の

例会は今日で二回目です。 残り４

５回まだまだ先は長いですが頑張

ります。 先週は会長幹事、 慰労

激励会を開いて頂きありがとうござ

いました。

　今週は月曜日に佐世保市長表敬訪問に行って来ました。 私

は、 仕事の打ち合わせが長引きギリギリセーフでしたが田中幹

事をハラハラドキドキさせてしまい、 すみませんでした。 火曜日

はハウステンボス佐世保 RC の例会に吉野副幹事と行って来ま

した。 吉野副幹事は、貴族の例会の様ですねと言っていました。

料理は非常に上品でフォークとナイフで食べるスタイルで、 今ま

で同じ料理は出たことがないそうです。 ただ、 吉野副幹事は

ちょっと足りなかったみたいです。

　昨日は市内８ RC 会長幹事会がホテルオークラでありました。

皆さんスタートしたばかりで大変だそうです。 そして、 本日は佐

世保東 RC の例会に行って来ました。 皆さん和気あいあいで良

い例会でした。 橋口会長は二回目の会長で余裕を持って挨拶

をされていました。 例会の中で一ノ瀬パストガバナーと少しお話

が出来、 ８８歳なのに大変お元気で驚きました。

　本日は１回目のクラブ協議会です。 委員長の皆様、 活動計画

の発表よろしくお願いいたします。

　　

１．来　　信
■ガバナー事務所

・上期普通寄付金のお願い

・ロータリー全国囲碁大会のご案内

・日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ頒布について

・地区会員増強委員会開催のご案内

　７月２１日 （日） １２：００～１４：００　Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ

　担当　馬場貴博君
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南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日は、 各委員長による方針発表です。 又、 例会終了後、

七種さんの歓迎会がオードリーでありますので皆さん出席を

お願いします。

井上 亮君、吉野 英樹君
南部会長の初心を先週お聞きしたかったのですが、 やんご

となき事由により願い叶いませんでしたので 2 人揃って仲良く

ニコニコします。

崎元 英伸君、芥川 圭一郎君
先週は、 会長幹事慰労会を開催していただき、 ありがとうご

ざいました。

岩政 孝君
先週例会日の午後、 博多屋にて、 崎元前会長 ・ 芥川前幹

事慰労会、 南部会長・田中幹事激励会を兼ねて、 歴代会長・

幹事にお集まり頂きました。 前々年度の会長幹事 （岩政 ・

川島） が担当させて頂き、 少し波乱はあったものの皆様のご

協力の下、 開催する事ができました。 来年の担当は崎元 ・

芥川コンビですので、 よろしくお願いします。

ＳＡＡ 野村 和義君
ＳＡＡ５名全員出席ですので、 ニコニコいたします。 指山さん

の健康次第でこのニコニコは一年続きます。

川島 千鶴君
先日、 新旧会長 ・ 幹事　激励慰労会を開催させていただき

ました。 ご参加の皆様、 ありがとうございました。 本来ならお

つり分の返金をさせて頂くところではございますが、 皆様のご

厚意によりニコニコとさせて頂きます。 ご参加の皆様に感謝

致します。

本日の合計　　　　   12,340 円

本年度の累計　　　  144,340 円
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SAA　野村 和義委員長　

　一年間、お世話になります。 SAAのスローガン 「アットホーム」

を目指し、 明るく楽しい例会になるよう運営いたします。 皆様

のご協力を宜しくお願い致します。

クラブビジョン委員　馬場 貴博委員長
　本年度は３０周年に繋ぐ準備をする一年と思っています。 委

員会メンバーは重厚な方々を配属して頂きましたので、 楽しい

一年となる様、 皆様のご指導にて一年終えればと思っていま

す。

親睦活動例会委員　馬渡 圭一委員長
　当委員会は， 岩政さんを大委員長として， 私が委員長， 副

委員長が池永さん， 委員に， 鶴田さん， 四元さん， 井上さん，

筒井さん， 川上さんというメンバーで構成されています。 ドロー

ンを飛ばせる方はいないと思いますが， 大ベテランの会員から

若手の会員がそろっておりますので， 皆さんの知識や経験を

集約して機動的に委員会運営を行って参りたいと思います。

　当委員会の今年の方針についてです。

　年間の主要行事が 「納涼例会」 「忘年例会」 「延寿会」 とあ

りますので， それぞれにつき会員同士がより一層互いのことを

知ることができ， 会員家族においてもこれまで以上に当クラブ

の良さを伝えられるような企画運営を試みて参ります。

　当委員会のもう一つの所掌事務として， ニコニコボックスがあ

ります。 こちらについても， 目標額 （90 万円） をクリアーできる

ように， 声掛け等色々な方法を駆使していきたいと考えており

ますので， 皆様もよろしくお願いたします。

　何分， 初めての委員長職ですので， 行き届かない点が多々

あろうかと思いますが， 最後まで一生懸命やり遂げる所存です

ので， 委員の皆様をはじめ， ご協力お願いたします。

式典例会 ・ 出席委員　田添 直記委員長
　式典例会出席委員会は会長副会長幹事交代式、 創立記念

式典、 新年例会の企画運営を行います。

　また、 各委員会と協力・連携を図り、 会員相互の親睦を深

める機会を提供していきたいと思います。 どうぞよろしくお願い

致します。

公共イメージ ・ 会報委員　川島 千鶴副委員長
　井手委員長をはじめ、 映像が得意な西村氏、 文章力のある

崎元氏、 カメラの好きな有吉氏、 そして川島と５名の委員で一

年間協力しながら毎週の週報の充実と定期的に事務局協力で

ホームページの内容を確認する事と、 特にホームページによる

対内外に対する情報発信には力を入れたいと思っています。

出来るだけ、 魅力ある中央RCを発信していきたいと思います。

皆さんの活動の充実をどんどん発表してください。

会員増強委員　吉野 英樹委員長
　会員増強は、 副委員長として筒井君に入ってもらい心強い限

りです。 大御所の皆様の御知恵を拝借しながら南部会長の目

■ 第１回クラブ協議会 ■

指す５０名体制を維持すべく頑張って行きますのでよろしくお願

いします。

職業奉仕委員　宮﨑 宗長委員長
　職業を通して社会問題に貢献する企画を行っていきます。 一

つ目は、 例年の継続事業である 「社員・家族招待映画例会」

です。 時期につきましては、 シネマボックス太陽様にご協力を

いただき、 また十分な意思疎通を図りながら例年と同時期また

は映画の内容によっては時期を考慮し実施していきます。

　二つ目は、 「職場訪問例会」 です。 例年通りの企業などの

職場訪問とは少し違った事業を試みようと考えています。 詳しく

は理事会に諮り検討していきます。 皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。

奉仕プロジェクト委員　山瀧 正久委員長
　奉仕プロジェクト委員会には、 社会奉仕、 青少年奉仕の両

委員会があります。

社会奉仕委員　岡 光正委員長
　本年度の大きな活動計画として、 青少年奉仕委員会と連携

し、 地区補助金を活用した新たな 「交流事業」 を行います。

昨年までの奉仕プロジェクト事業を継承し、 地域社会との連携

や交流をより深めます。新たな「交流事業」として、旭川空港ロー

タリークラブと連携して、 「平和教育プロジェクト」 事業を行いま

す。

　また、 創立３０周年に向けた新たな 「社会奉仕活動」 を模索

致します。

青少年奉仕委員　西村 浩輝副委員長
　指導力養成活動、 社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロ

ジェクトへの参加、 世界平和と異文化の理解を深め育む交換

プロジェクトを通じて、 青少年ならびに若者によって、 好ましい

変化がもたらされることを認識できるような活動を計画していきま

す。 幅広く青少年の交流の場を想定して、 健全育成の精神を

重んじて、 子供たちが自ら考えることで今後の成長に繋がるよ

うな企画運営を考え実践していきます。

国際交流委員　八重野 一洋委員長
　今年１０月の佐世保中央 RC 創立記念式典に釜山蓮山 RC よ

り訪問されます。 ２０２０年４月は以前訪問しましたグアム島のサ

ンライズ RC を訪問したいと思います。 一年間宜しくお願いしま

す。

R 財団 ・ 米山委員　本田 実委員長
　米山月間の１０月時の卓話者の人選を昨年の地区出向のコネ

を利用して、 地区出向委員長の大家さんと連絡を取って決定

していきます。

ＳＡＡ： 岡田 文俊君

次回例会／７月１８日１２ ： ３０～
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