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本日の出席率７３.９１％：会員数４９名・出席２８名・欠席１５名・出席規定免除会員６名・ビジター０名
前々回の修正出席率９３.６１％：出席３１名・メークアップ６名・出席規定免除会員７名

先週の忘年家族会は、 多数の
皆様にご参加頂きありがとうござい
ました。 特に親睦委員会の皆様
によるハンドベル素晴らしかったで
す。 こっそりと二ヶ月練習をされて
良くあそこまでマスターされたなと
感心しました。 来年の親睦委員会
はかなりハードルが上がりました
ね。
また 14 日の中央会のゴルフコンペと夜の宴会も大変お世話に
なりました。 企画をして頂いた岡幹事ありがとうございました。 ガ
ンで俺は長くないと言われていた井上さんが元気だったので安
心しました。
そして翌日は、 奉仕プロジェクト委員会のチャリティーイベント
大盛況の中行われ、 準備をして頂きました山瀧委員長を初め委
員会の皆様ありがとうございました。 そして奥様方にも多数お手
伝いをして頂きありがとうございました。 特別支援学校の和太鼓
と踊り掛屋剛君のピアノ演奏、 佐世保北高校の吹奏楽、 陸上
自衛隊の和太鼓素晴らしかったです。 そして陸上自衛隊の皆
様には餅つきのお手伝いありがとうございました。 そして緑の少
年団の皆様には街頭募金のお手伝いをして頂きありがとうござい
ました。 お陰様で９４１９２円の募金を頂きました。 私達ではこん
なには集まっていません、 そしてバザーの売上も３２０６０円でし
た、 早速佐世保市長へ届けたいと思います。 皆様のご協力で
素晴らしい事業ができました、 感謝申し上げます。
そして、 本日で年内の例会は最後です。 今年多くの皆様にご
協力を頂きありがとうございました。 また来年皆様が素晴らしい
年を迎えられる事を願い、 1 月 9 日に元気でお会いできるのを
楽しみにしております。 素晴らしい年末年始をお過ごしください

１．例 会 変 更 ・休 会
＊佐世保東ロータリークラブ
日時 １月９日 （木） １８ ： ３０～ ファーストイン早岐
※ 福寿会のため
休会 １月２３日 （木）
＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
日時 １月１７日 （金） １９ ： ００～ 名切公園
※従業員招待ハッピードリームサーカス鑑賞例会のため
日時 １月２８日 （火） １８ ： ３０～ 吉翠亭
※新年夜例会のため
信
２．来
■ガバナー事務所より
・ 2740 地区ホームページ更新
ハイライトよねやま 237 発行

親睦例会活動委員会 馬渡 圭一委員長
先週の忘年家族例会には皆様のご参加、 ご協力ありがとうご
ざいました。 延寿会も引続き、 よろしくお願いいたします。
社会奉仕プロジェクト委員会 山瀧 正久委員長
島瀬公園で開催しました市民交流会の支援学校、 和太鼓、
ダンス部の演舞、 掛屋君のピアノ、 自衛隊の和太鼓、 北中高
のブラスバンド、 祇園みどりの少年団の募金活動、 もちつき大
会、 バザーと協力をいただきありがとうございました。 募金の不
足分は会員の皆様、 ご協力をお願いします。
地区会員増強委員会 馬場 貴博君
来年の１月１９日 （日） １３時～東彼杵町総合会館にて新人
会員セミナーが開催されます。 入会３年未満の方は出席義務
です。
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１２月 ７日 岩政 孝 ・ 敏子 ご夫妻
１２月 ２５日 井手 陽一・美都子 ご夫妻

昭和２２年１２月 ９日
昭和５１年１２月１０日
昭和２８年１２月１４日
昭和３６年１２月２３日
昭和４３年１２月２４日
昭和４０年１２月２６日
昭和４５年１２月３０日

山瀧 正久 君
川上 仁哉 君
大久保 厚司 君
宮﨑 宗長 君
芥川 圭一郎 君
岡
光正 君
宮﨑 正典 君

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
今月はロータリー財団月間になります。 また、 本日の例会で
は、 重要な案件もありますので、 どうぞよろしくお願いいたし
ます。
鶴田 明敏君
親睦委員会馬渡委員長のもと、 楽しい思い出の残る活動を
させていただきました。 ストレスが大分たまられたと思います
が、 来年もよろしくお願いします。
西村 浩輝君
キラキラフェスティバル市民交流会協力参加、 ありがとうござ
いました。 スポーツウェルネス吹矢で公認指導員の資格試
験に合格いたしました。 級 ・ 段の審査をする事ができます。
ニコニコします。 ありがとうございます。
山瀧 正久君
市民交流会は天気にも恵まれ、 大盛況でありがとうございま
した。 今月７２歳になりました。 これからもよろしくお願いしま
す。
橋口 佳周君
感謝 御礼
牛島 義亮君
今年最後の中央会、 準優勝させていただきました。 ありがと
うございます。 来年もよろしくお願いします。
井上 亮君
昨夜のキラキラパーティーには井上家一族お世話になりまし
た。八重野君、本田君には私の孫の面倒までして頂きました。
感謝してニコニコします。
八重野 一洋君
１２月５日の例会はお休みをいただき１２月４日～７日の行程で

フィリピン、 マニラ市へ業界の視察旅行へ行って参りました。
人材不足解消とささやかれている昨今 「特定技能外国人」
の獲得についてアルコーグローバル日本語学校、 カビデ州
立大学の自動車整備士養成科の二カ所へ視察訪問するとい
う真面目な旅行でした。 マニラの空港到着直後、 仲間の一
人はスマホとクレジットカードをスリに遭うなど治安も悪いうえイ
ンフラ整備も行き届いていない道路事情は最悪で、 片道１時
間もかからないエリアに３時間もかけての移動となりました。
フィリピンは私の中では行きたくない国にランクインしました。
今回訪問した日本語学校「アルコーグローバルワークス ( 株 )」
（本拠地は長崎市） は低料金で就労者を紹介してくれる会社
なので少し得した気分で帰国しました。
岡 光正君
５４歳になりました。 誕生祝ありがとうございます。
芥川 圭一郎君
誕生祝ありがとうございます。
宮﨑 正典君
誕生祝ありがとうございます。
吉野 英樹君
本来であれば良い事にニコニコなのでしょうが、 本日朝から
病院で膝の靭帯と半月板の損傷を宣告されました。
トップアスリートの宿命とはいえ恥ずかしい限りです。 今から
医療用のサポーターを作りに行って来ます。 ニコニコ改めシ
クシクします。
筒井 琢磨君
今日は仕事の都合上、 例会に出席できず申し訳ございませ
ん。 さて、 先日の中央会で念願の初優勝をさせていただき
ました。 優勝候補と言われ続けてやっと結果が出せて大変
嬉しく思っております。 ハンデがだいぶ減りましたが、 次の
優勝に向けて頑張りたいと思います。 ありがとうございました。
本日の合計

24,000 円

本年度の累計

600,000 円

■会員卓話■
会長エレクト
池永 隆司 君

～ ３０周年事業として ～
対内事業としては、 １つは記念旅行をして頂きたい。
また、 対外事業として SO （スペシャルオリンピックス） の支援を
したい。

ＳＡＡ： 倉科 聡一郎君
次回例会／１月９日１８ ： ３０～

