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週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：井手 陽一、川島 千鶴、西村 浩輝、崎元 英伸、有吉 中
本日の出席率８６.６６％：会員数４７名・出席３２名・欠席８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８８.３７％：出席２８名・メークアップ２名・出席規定免除会員５名

２. 来

信

■ガバナー事務所

先日のソロプチミストのゴルフコン
ペに当クラブより参加をして頂いた
皆様お疲れ様でした。 また、 牛
島会員、 井上会員、 岩政会員、
本田会員が賞を取られています。
おめでとうございます。
本日は年次総会です。 皆様の
承認を受けましていよいよ次年度
がスタート致します。 皆様のご協力をお願いいたします。 池永
会長エレクトは体に注意して頑張って頂ければと思います。

・ ２７４０地区ホームページ更新
ロータリー希望の風 「風の便り」 Vol.5

職業奉仕委員長 宮﨑 宗長 君
先週行いました 「社員招待映画例会」 には会員を含め１４０名
を超える方々に参加して頂きました。 ありがとうございました。
映画も好評で大変良かったと思っております。 また山瀧委員長
にお願いし、 ご用意くださいましたサンドウィッチも大変美味し
かったとの嬉しい意見も多くありがたく思っております。 当日お
手伝いをして下さいました他の委員長の皆様、 また当委員会
の皆様ありがとうございました。

佐世保東南ロータリークラブ
髙比良 耕一 様

１．例会変更・休会
＊佐世保北ロータリークラブ
変更 １２月９日 （月） １８ ： ３０～ 忘年家族例会
ホテルヨーロッパ レンブラントホール
休会 １２月３０日 ( 月 )
＊佐世保東ロータリークラブ
変更 １２月２１日 （土） １８ ： ３０～ クリスマス家族例会
ホテルオークラ JR ハウステンボス
休会 １２月２６日 ( 木 )
＊佐世保西ロータリークラブ
変更 １２月２４日 （火） １８ ： ３０～ 忘年家族会
セントラルホテル佐世保
休会 １２月３１日 ( 火 )
＊佐世保東南ロータリークラブ
変更 １２月１１日 （水） １９ ： ００～ 忘年会例会
ホテルオークラ JR ハウステンボス
休会 １２月２６日 ( 水 )

11 月 12 日
11 月 24 日

指山
平岩

康二・いづみ ご夫妻
義明・晴美 ご夫妻

昭和 36 年 11 月 1 日 馬場 貴博君
昭和 43 年 11 月 2 日 田添 直記君
昭和 37 年 11 月 5 日 川島 千鶴君
昭和 31 年 11 月 11 日 岩政 孝 君
昭和 33 年 11 月 13 日 南部 建 君
昭和 28 年 11 月 26 日 田雑 豪裕君
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佐世保東南 RC 髙比良 耕一様
佐世保東南から参りました。 本日は皆さまよろしくお願いいた
します。
南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日は、 佐世保東南 RC 髙比良 耕一様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。 本日は年
次総会となっております。 スムーズな審議をお願いします。
山瀧 正久君
映画例会では多数参加しました。 お世話になりました。
指山 康二君
結婚記念日の花、 ありがとうございました。 ４０数回目となると
全く忘れてしまっていて一人で鎌倉～茅ヶ崎～東京へ行って
しまってました。 お詫びに妻の大好きなフクロウのオルゴー
ルをお土産に買って来ました。 いづみさんごめんなさい！
溝上 純一郎君 南部 建君
佐世保東南 RC 髙比良 耕一様ご来訪ありがとうございます。
田雑 豪裕君
先日のソロプチミストのゴルフコンペに中央 RC より１３名の
方々にご参加いただきありがとうございました。 皆さんそうそう
と帰られましたので私と指山さんが最後まで参加しましたが私
たちは何の賞も取れず５名の方々の賞だけ持って帰りました。
平岩 義明君
結婚記念日のお花、 ありがとうございました。 たぶん４０年目
だと思います。
馬場 貴博君
１１月１日で５８歳になり少しずつ６０の声が近づいています。
なかなか自分の年齢に自覚が出来ず困っています。 プレゼ
ントありがとうございました。
川島 千鶴君
先日、 素敵な花が誕生日に届きました。 また、 本日もお祝
いして頂きありがとうございます。 なかなか結婚記念日として
お花が頂けるのは遠そうです。
岡 光正君
佐世保東南 RC 髙比良 耕一様ご来訪ありがとうございます。
先日は大変お世話になりました。
香月 章彦君
１１月１１日にこれまでの納税貯蓄組合連合会での活動に対
して佐世保税務署長より感謝状をいただきました。 消費税の
納税が大幅に増えます。 みなさん、 納税準備お忘れなく。
芥川 圭一郎君
佐世保東南 RC 髙比良 耕一君の来訪を大歓迎します。
田添 直記君
お誕生日のお祝い、 ありがとうございました。

本日の合計

17,000 円

本年度の累計

523,000 円

■ 年次総会 ■
１．開会の辞
２．出席者の確認（定数報告 田中 啓輔幹事）
会員総数４７名、 出席者 39 名。
佐世保中央ロータリークラブ細則第５条第３節により、 会
員総数の３分の１を上回っており成立が確認された。
３．議長選出
佐世保中央ロータリークラブ細則第４条第１節により南部 建
会長を議長とする。
４．議事録作成者指名 ( 議長指名）
議事録作成者に片桐 康利副幹事が指名された。
５．審議事項
第１号議案
・ 2020-2021 年度 ・ 役員理事選出の件
崎元 英伸指名委員長より、
会長ノミニー ： 本田 実君
副会長 ： 八重野 一洋君
幹 事 ： 宮﨑 正典君
会 計 ： 溝上 純一郎君
ＳＡＡ ： 馬場 貴博君
理 事 ： 井手 陽一君、 大久保 厚司君、 岡 光正君
片桐 康利君、 倉科 聡一郎君、 前田 眞澄君
馬渡 圭一君、 宮﨑 宗長君、 吉野 英樹君、
との報告があり全員の拍手で承認された。

会長ノミニー 本田 実君
南部会長、 次年度の池永会長の活躍を勉
強させていただきます。 また、 パスト会長のご
指導を仰ぎながら取り組んでまいります。 どう
ぞよろしくお願いします。

副会長 八重野 一洋君
病気がちな池永会長の代行がある場面もある
かと思いますが一年間、 よろしくお願いします。

幹事 宮﨑 正典君
３０周年の記念すべき年に幹事職を仰せつか
りました。 下僕となって頑張って参りますのでよ
ろしくお願いします。

会計 溝上 純一郎君
２５周年の時の副会長だった池永君の初の理
事だった宮﨑君が３０周年の会長 ・ 幹事に就
任されます。 時が経つのは早いものです。 二
人の足を引っ張らない様に頑張ります。 一年
間よろしくお願いします。

SAA 馬場 貴博君
一年間、 宜しくお願い致します。
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理事 井手 陽一君

理事 宮﨑 宗長君

３０周年にあたる年に理事をする事になり大
変光栄に思います。 微力ではありますが、 役
立つ理事と思われる様に努力致します。 よろ
しくお願いします。

今年度に引き続き、 来年度も理事をさせて
いただくことになりました。 二年連続で重責を
担う事になりますが、 しっかり職務を全うしてい
きたいと思っています。 会員の皆様のご協力
をよろしくお願いします。

理事 大久保 厚司君
池永会長を支えて有意義な会長生活を送っ
てもらえるように勤めます。

理事 岡 光正君
次年度理事に承認して頂き有難うございま
す。 指名委員会の崎元委員長に、 任命責任
を取らせないように努力致します。 宜しくお願
いします。

理事 片桐 康利君
「得意なものはなくても、 誰にでも出来る事が
ある」 をモットーに皆様の教えをいただきなが
ら一年間頑張って行きます。 よろしくお願いし
ます。

理事 倉科 聡一郎君
大役をしっかりと努めさせて頂きたいと思いま
す。 よろしくお願いします。

理事 前田 眞澄君
次年度、 理事を拝命いたしました、 前田で
す。 ご承認ありがとうございました。 次年度は
創立３０周年でもあり、 通年の事業に加え活動
の量が増えます。 皆様のご協力をよろしくお
願いし頑張らせて頂きます。

理事 吉野 英樹君
理事を拝命します、 吉野です。 重大な年に
役割を頂き、 身の引き締まる思いです。 池永
会長の目指すクラブと歴代が築きあげられた
集大成たる周年の成功に微力ながら尽くさせ
て頂きますのでよろしくお願いします。

会長 池永 隆司君
先ほど会員の皆様には、 役員 ・ 理事のご承
認を頂きありがとうございます。 崎元指名委員
長をはじめ指名委員会の皆様ありがとうござい
ます。 昨年の年次総会で、 会長ノミニーのご承認を頂き、
挨拶の中で１年半ございますのでと言いましたが、 あっという間
の 1 年でした。 いよいよ、 来年度の我がクラブの大事な運営を
お預かりすることになりましたので、 承認頂きました、 役員 ・ 理
事の方々にご協力を頂きながら運営していきたいと思います。
そして 2020－2021 年度は佐世保中央ＲＣの創立 30 周年です。
過去の歴史を踏まえながら、 近年の我がクラブは会員増強の
お陰もあり、 会員が増加して、 元気の良い、 いい雰囲気のク
ラブになってきましたが、 さらなる飛躍の年になるよう、 クラブ
運営そして、 創立 30 周年の井上実行委員長をもとに、 記念
事業を行っていきたいと思いますので、 会員の皆様のご支援
を宜しくお願いします。

理事 馬渡 圭一君
次年度理事を拝命いたしました。 次年度も
一生懸命頑張らせて頂きますのでよろしくお願
いします。

ＳＡＡ： 溝上 純一郎君
次回例会／１１月２８日１２ ： ３０～

