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本日の出席率８６.６％：会員数４７名・出席３２名・欠席６名・出席規定免除会員７名・ビジター１名
前々回の修正出席率８５.７１％：出席３０名・メークアップ１名・出席規定免除会員４名

・ 定款 ・ 細則と 2019 年手続要覧について
皆様 こんにちは。 台風が通過
していて佐世保は大丈夫ですが、
離 れ た四国 や 大 分 で は 大 雨 が
降っているようです。 今年は台風
の当たり年なので、 日頃から点検、
備えをしておいた方が良いと思い
ます。さて、いよいよ消費税が１０％
となりましたが皆様影響はどうです
か？昨日、 今日と日経平均株価が９００円近く下落しています。
一年前の評論家の予想は３万円近く迄上がる予想でしたが、 経
済は思うようにいかないものです。 香港はデモが終息する気配
はしなしし、 北朝鮮はミサイル発射を止める気配はしないし色々
な面で不安定な世の中です。 米国と中国の貿易戦争が世界の
経済に影響を及ぼしています。 我々も常に危機感を持って将
来の計画を考えなければならないと思います。
暗い話題が多い中唯一明るい話題はスポーツです。 ラグビー
のワールドカップで日本がアイルランドを破りもう少しでベスト８に
近づいています。
私たちも夢と希望を持って頑張りましょう。

■ガバナー事務所

・ 2740 地区ホームページ更新
①YEP 留学生レポート
②ガバナー月信
・ 10 月 地域社会の経済発展月間｜リソースのご案内
・ 第 41 回バギオ訪問交流の旅 ご案内
日程 2020 年 3 月 12 日 （木） ～ 15 日 （日） の 3 泊 4 日

式典例会・出席委員長 田添 直記君
10 月 10 日 （木）、 18 時 30 分よりレオプラザホテル佐世保に
おいて創立 29 周年記念式典 ・ 懇親会が行われます。 ご出席
をよろしくお願いいたします。

佐世保ロータリークラブ 平尾 幸一様
久しぶりにメークアップに参りました。 よろしくお願いします。
１．例 会 変 更 ・休 会
＊佐世保西ロータリークラブ
変更 １０月２６日 （土） １７ ： ００～
九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス
創立５０周年記念式典のため
休会 １０月２２日 （火） 定款第８条第１節により
＊佐世保東南ロータリークラブ
変更 １０月９日 （水） １９ ： ００～
しぐれ茶屋にて

観月例会のため

休会 １０月１６日 （水） 定款第８条第１節により

2．来

信
■国際ロータリー日本事務局

・ １０月のロータリーレートのお知らせ

１ドル＝108 円

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
佐世保ＲＣ平尾 幸一様、 本日はご来訪誠にありがとうござい
ます。 クラブ会員一同、 歓迎いたします。
本日の例会はクラブビジョン委員会によるクラブフォーラムと
なっています。 来年の３０周年に向けた話となります。 次年
度に向けて皆様のご協力をお願いします。
指山 康二君
国歌を歌いながらニコニコするのを思い出しました。 昨日、
東京パラリンピックチケット当選しました！東京五輪は５０万円
位落選でしたが！パラリンピックは２６枚中８枚当選しました。
３０パーセントの競争率に勝利しました。 念願の新国立競技
場で見る事が出来ます。 ８月末から１０日間、 妻と娘の自宅
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に泊まります。 目標だった東京オリンピックまで無事死なない
でがんばるぞ！！

四元 清安君
９月３０日より１２月３１日まで国際タクシーで日宇地区定期運
行型タクシーを日宇協議会地域交通課の支援で行います。
１日３便の運行となります。 よろしくお願いします。
岡田 文俊君
不注意でラインを乗っ取られました。 買い物依頼はしてませ
んのでご注意ください。
野村 和義君
ＪＲＡ日本中央競馬会からのニュースです。 昨日、 大井競馬
場で行われた統一重賞で初の女性騎手が勝ちました。 その
名は藤田ななこ２０歳。 岩政さん好みの可愛い騎手です。 馬
のオーナーはドクターコパ。 ３５００万円ゲットされました。 お
めでとうございます。 ついでに本日ＳＡＡ５名全員出席です。

本日の合計

8,000 円

本年度の累計

371,000 円

若い会員の力ですばらしい中央ロータリーらしい３０周年になる
ように皆様のご協力をよろしくお願いします。
実行委員会 実行委員長 井上 亮君
３０周年実行委員会組織の発表。
みなさん、 よろしくお願いします。
実行委員会 副実行委員長 馬場 貴博君
２５周年以来、 記念事業に関係させて頂き、 ３０周年という尊い
事業に関わる事の重みを感じています。 竹本大会会長、 指山
副会長、 そして井上実行委員長を影で支えていければと思い
ます。
記念事業部会長 岡 光正君
創立３０周年の 「記念事業部会」 担当の岡です。
皆様のご協力をお願い致します。
記念事業部会長 本田 実君
よろしくお願いします。
記録部会長 田中 啓輔君
井上実行委員長からの直々の御指名で記録部会長を拝命致し
ました。 せっかく御指名頂きましたので、 期待に副えるよう務
めてまいります。
記念式典部会長 前田 眞澄君
３０周年の式典部会長を拝命しました前田です。 厳かな中にも
佐世保中央ロータリークラブならではの式典を目指して努力し
てまいります。 どうか皆様のご協力をよろしくお願いいたします

■第３回クラブフォーラム■
クラブビジョン委員会
創立３０周年記念事業実行委員会発表

総務部会長 倉科 聡一郎君
３０周年の総務部会長として頑張ります。
会計・庶務部会長 四元 清安君
会計という大役を仰せつかり、 予算は使い放題だとお聞きして
います。 大幅な赤字を出してもいいというほど出したいと思いま
す。

会長エレクト 池永 隆司君
創立３０周年記念事業実行委員会を立ち上げるにあたり、 今日
は組織図と部会長の発表を井上実行委員長にして頂きます。
実行委員会 会長 竹本 慶三君
栄えある３０周年を迎えるにあたり全メンバーの協力のもと、 楽
しい思い出残る式典としたいと思います。
実行委員会 副会長 指山 康二君
実は昨年、 池永エレクトから実行委員会のお願いがありました
が、 その頃私は、 慢性すい臓炎にかかってました。 東京五輪
前でオリンピックを観る事が夢だからそれまで死にたくないか
ら、 お断りしたのですが、 同じ病人の井上 亮君が実行委員長
をするから指山さん手伝って下さいとの言葉にうたれ、 副会長
をお受けしました。 大会会長の竹本慶三君とは１５年前の会長
幹事の迷コンビ復活です。 竹本、 指山、 井上、 病人トリオで
すが、 ３０周年まで３人が生きているかどうかわかりませんが、

ＳＡＡ： 倉科 聡一郎君
次回例会／１０月１０日１８ ： ３０～

