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本日の出席率７５％：会員数４７名・出席２７名・欠席１４名・出席規定免除会員６名・ビジター１名
前々回の修正出席率９１.１１％：出席３２名・メークアップ２名・出席規定免除会員７名

皆様こんにちは。 ロータリーソン
グを歌っている時に指山パスト会
長の声が一番良く聞こえてきまし
た。 指山さんの声が聞こえてくると
ホッとします。 今日も体調は大丈
夫だなと思い安心します。 これか
らもロータリー活動、 仕事に頑張っ
て頂きたいと思います。
１１月２０日に市内８RC の会長幹事会がファーストイン佐世保で
ありました。 それぞれのロータリークラブで様々な事業や奉仕活
動を行われています。 我々中央 RC も頑張って事業や奉仕活
動に取り組まなければと改めて思いました。 北クラブでは７名の
新入会員が入会されるそうです。 中央 RC も負けない様に吉野
委員長には頑張って頂きたいと思います。 皆様、 情報収集をよ
ろしくお願いします。
今日は地区大会の報告となっておりますので参加された皆様、
宜しくお願い致します。 当日ドタキャンがあり想定していた出費
が少なくなりましたが、 良かったのか悪かったのか複雑でした。
当クラブからも指山さん、 崎元さんが２５年間の出席表彰を受け
られました事、 大変喜ばしく思います。 これからも健康に気を付
けて頑張って頂きたいと思います。
１２月１５日に島瀬公園でチャリティーイベントを行います。 その
時に出品する商品の提供を会員の皆様にはご協力をお願いし
ます。 集まった募金は台風被害に遭われた地域へ送りたいと思
います。
昨夜は仕事で久しぶりに徹夜をして少し眠いですが若い時は
平気でしたがやはり年を取るときついですね。 皆様も体調管理
には気をつけてください。

佐世保南ロータリークラブ

池内 章雄様

１．来 信

■ガバナー事務所より
・ 新会員セミナー開催のご案内
日 時 1 月 19 日 （日） 13 ： 00 ～ 16 ： 00
会 場 東彼杵町総合会館 文化ホール
地区会員増強委員会、 ３年未満の会員、 クラブ会長 ・
幹事、 クラブ会員増強 ・Ｒ情報委員
・ 全国 RYLA 研究会のご案内
日 時 ２月９日 （日曜日） 10 ： 00 ～ 15 ： 50
会 場 西九州大学 佐賀キャンパス
■ガバナーエレクト事務所より
・ 地区研修 ・ 協議会 2020 年 5 月 17 日 （日）
・ 2020 ～ 2021 年度地区大会
2020 年 10 月 23 日 （金） ～ 25 日 （日）

奉仕プロジェクト委員長 山瀧 正久君
１２月１５日に島瀬公園で開催するチャリティーバザーの賞品の
提供をお願いします。 必要であれば西村副委員長が取りに伺
います。 会員の皆様のご協力を宜しくお願いします。
社会奉仕委員長 岡 光正君
来年１月２４日～２６日、 ２泊３日で北海道旭川空港ＲＣに
訪問します。締め切りは今日までです。ご参加をお願いします。
中央会幹事 岡 光正君
第３回中央会を１２月１４日 （土） に武雄 ・ 嬉野カントリークラブ
で開催します。 現在１７名の出席予定です。
また、 表彰式は北方温泉七彩の湯で行います。 宜しくお願い
します。
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佐世保南 RC 池内 章雄様
佐世保南から参りました。 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、 佐世保南 RC 池内 章雄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。 会員の皆様、
本日も例会にご出席を頂きありがとうございます。 本日の例会
は第４回クラブ協議会として地区大会報告となります。 どうぞ
よろしくお願いいたします。
池永 隆司君
本日はニコニコが少ないです。 ネタがある方どしどしニコニコ
お願いします。 そして来週のニコニコ発表は井上パスト会長
よろしくお願いします。
野村 和義君
本日１２時２８分に指山さんが例会場に到着されました。 よっ
て SAA は本日１００％出席となりました。 指山さんの出席に心
より感謝しニコニコします。
本日の合計

6,000 円

本年度の累計

529,000 円

た。 千葉ガバナーの挨拶でＲＩとの関係性などいろいろ考えさ
せられる内容でもあり聞き入ってしまいました。 知事代理の副
知事挨拶の後、 記念事業として本明川飛び石散策の看板設
置をされたことなど、 地域に根差しながら我々の活動をアピー
ルしていくクラブ運営も大変参考になりました。
パネルディスカッションでは思いのある皆様の話でディスカッ
ションというより、それぞれの主張を知ることができました。 また、
２７５０地区の浅田ガバナーの 「無用の用」 や金沢の 「雪吊り」
のお話も感銘を受けました。 その後の記念講演も、 日本の安
全保障問題などタイムリーな話題と話術に聞き入っていました。
第二部も滞りなく進み主催者の気づかいをとても感じることがで
きました。
懇親会も一つのホールに全員着座で余興も地元ならでは、
料理もとてもおいしくいただき、 おもてなしの心を感じました。
大会を開催された皆様に感謝致しております。

馬渡 圭一君
魚荘のうなぎごちそうさまでした。第１部のパネルディスカッショ
ン、 第２部は記念講演会でした。 大盛況でした。 懇親会は満
席で食事 ・ 内容も充実していました。

馬場 貴博君
食事が大変良かったです。 楽しい地区大会でした。

前田 眞澄君

■ 第４回クラブ協議会 ■

地区大会報告

宮﨑 宗長君
１１月１９日土曜日に開催された地区大会へ参加しました。 時
間が無い中、 美味しい昼食 （うなぎ） を南部会長よりおご馳走
になりました。 ありがとうございました。 会議もガバナーによるパ
ネルディスカッションがあり充実した内容でした。 懇親会のセレ
モニーでは長崎で活躍されている変面師によるパフォーマンス
があり、 大変盛り上がりました。 来年も参加したいと思います。

倉科 聡一郎君
ケントギルバートさんの講演を聞いて大変勉強になりました。
また、 懇親会ではガバナーからバッヂをいただき、 新たに頑
張ろうという気持ちになりました。

田添 直記君
今回は入会して三度目の地区大会でした。 久しぶりに諫早
へ行き、 美味しいうなぎを昼食でいただきました。 南部会長、
有難うございました。 式典の冒頭で地元の高校生によるバトン
トワリングが印象的でした。 来年は佐賀という事で楽しみです。

吉野 英樹君
１１月９日、 南部会長による素敵な昼食をいただいた後、 諫
早文化会館で開催された２７４０地区地区大会に参加しました。
本会第一部オープニングは地元高校生によるバトントワリングに
始まり、各地区のガバナー紹介、粛々とした進行に感嘆しつつ、
いよいよ会長紹介となり、 南部会長の雄姿を目に焼き付けまし

地区大会では南部会長、 そして田中幹事には大変お世話に
成りました。 今回は諫早市諫早文化会館でおこなわれました。
開会の点鐘から閉会の点鐘までほぼ参加させていただきまし
た。 中でも千葉ガバナーが力を入れていると感じられたパネル
ディスカッションはアンケート結果の分析と会員拡大と職業奉仕
に関しての各パネラーの方のお話は参考に成りました。
また、 懇親会も着座にてゆっくり食事もでき、 最後まで大変盛
況でした。

池永 隆司君
８時５０分～マイクロバスに乗り 地区大会の地 諫早に
本会議は、 １２時１０分～ 諫早文化会館で オープニングから
始まりましたが、 演奏で感激しました。 諫早商業高校のバトン
トワリング部が演技を披露されました。
本会議は、 来賓及び参加クラブ紹介から始まり、 しゅくしゅく
と執り行われました。 ただ千葉ガバナーは、 今回の地区大会
にＲＩに案内を出さなかったそうです。
地区大会の現況報告を千葉ガバナーを含め４名のゲストガバ
ナーで話をされました。 大阪西南ＲＣの四ノ宮さん ２６６０地区
のガバナーが、 グラフを使って目標達成計画のお話、 東京六
本木ＲＣの浅田さん ２７５０９地区のガバナーが、 職業奉仕が
ロータリーの基本である事のお話をされました。
記念講演は、 １４時３０分～ ケント ・ ギルバート氏 演題 「素
晴らしい国 ・ 日本に告ぐ」 日本国憲法を改正しないと行けない
みたいな、 政治色が強いように思いました。
本会議 第２部 １６時１５分～ 昨年度事業のハワイ報告会か
ら始まり各種表彰が発表され、 佐世保北は３０名の登録 （中央
は１７名） クラブ表彰で、 ロータリー財団年次寄付一人当たり、
220． 56 ドルで第 1 位でした。 合わせてロータリー賞の会長特
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別賞 （シルバー） を北クラブ。 ちなみにプログラムに、 ２５年
以上連続出席者に指山さんと、 崎元さんが記載されていまし
た。 ガバナーエレクト ・ ノミニーの紹介がありエレクトが花島さん
鹿島ＲＣ ノミニーが塚崎さん 長崎中央ＲＣ。 ちなみに来年
度の地区大会は、 ２０２０年１０月２４日 （土） 本会議は武雄で、
懇親会は大正屋。 来年度はＲＩに案内を出すそうです。
記念懇親会 18 ： 30 ～ ホテルグランドパレス諫早でした。
宴会場４５０人収容のところ、 丸テーブル着席形で超満杯で行
われ、 変面ショー （10 万） 料理も酒も次から次に出て、 これ
までの大会で最高最後のほうまで会員も沢山残って、 予算が
心配でした。

ＳＡＡ： 倉科 聡一郎君
次回例会／１２月５日１２ ： ３０～

