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皆さんこんにちは。まずは

先週の佐世保中央ＲＣ創立

30周年記念例会・懇親会に多

くの会員の皆様に出席して

頂きありがとうございます。

創立 30 周年タイムでは、橋

口パスト会長と、牛島パスト

会長に、30周年の想いをお話

し頂き、そして今年２月の延

寿会以来の、会員間の懇親会では、今年の延寿会以降を

中心に、チャーターナイトから、これまでの歴史をＤＶ

Ｄの映写で見て頂きましたが、楽しい時間を過ごして

頂けたのではないかと思います。前田クラブ管理運営

委員長、倉科式典例会・出席委員長を初め委員会の皆様、

そして、創立 30 周年記念実行委員会の竹本会長をはじ

め委員会の皆様には、改めてお礼申し上げます。牛島パ

スト会長のお話しの中で、例会の出席とメークアップ

の大事さを言われておりましたが、私も同じように感

じておりました。例会の出席は会員の義務であり、権利

でもあります。会員間の交流と親睦の場でもあります

ので、ウイズコロナではありますが、積極的に例会には

出席して頂きたいと思いますし、例会を休まれた時の、

他のクラブへのメークアップは難しい部分もあります

が、これを機会にＥクラブなどの例会に参加されるの

も如何でしょうか。私２回参加させて頂きました。 

本日はこの後、クラブビジョン委員会によるクラブ

フォーラムがございます。次年度、そして５年後、１０

年後の佐世保中央ロータリークラブの未来像について、

お話しいただけるのではないかと思いますので、楽し

みにしております。本田委員長よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
  ■ガバナー事務所より 

 ・End Polio Now リソースのご案内 

 ・2740 地区ホームページ更新  

① ハイライトよねやま 247 

② コーディネーターニュース 2020 年 11 月号 

③ ロータリー希望の風 

④ 10 月 24 日の世界ポリオデーにちなんだ地元

でのイベント/活動についてお知らせください 

⑤ 第 42 回バギオ訪問交流の旅 募集要項   

 

２．依頼・伝達 
 ・稲次君と橋口輝宗君の会員名簿シールをセルフボ

ックスに入れています。 

 

 

 

 

 

 

中央会 幹事 川島 千鶴君 
１１月中央会は石盛で１１時～となりますので、そ

の前に食事、受付を済ませて頂きます様、よろしくお

願い致します。表彰懇親会は太平楽です。また、１月

中央会は三川内で８時５０分～となります。会場をお

間違えの無いようよろしくお願い致します。ご案内を

ＦＡＸ致しますのでご確認をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率７７.０８％：会員数４９名・出席２７名・欠席１０名・出席規定免除会員１０名・ビジター１名 

前々回の出席２７名・出席規定免除会員７名 
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  10 月 11 日  田雑 豪裕・美知子 ご夫妻 

  10 月 15 日  田代 博之・顕子 ご夫妻 

  10 月 19 日  橋口 佳周・裕子 ご夫妻 

  10 月 21 日  鶴田 明敏・弘子 ご夫妻 

  10 月 28 日  牛島 義亮・真喜子 ご夫妻 

 

 

 

 

昭和 22 年 10 月 2 日 古川 直記 君 

昭和 29 年 10 月 19 日 四元 清安 君 

昭和 47 年 10 月 22 日 有吉 中 君 

昭和 54 年 10 月 26 日 馬渡 圭一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

佐世保南 RC 鶴 大地様 
佐世保南ＲＣの鶴です。コロナ禍で直接でのご挨拶

とお食事が出来ず残念です。これからもよろしくお

願い申し上げます。 

 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 
先週の創立３０周年記念例会はありがとうございま

した。本日は第１４０１回目の例会となります。第

３回クラブフォーラムでクラブビジョン委員会の担

当となっております。明日の新入会員研修と続きま

すがよろしくお願いいたします。 

 

鶴田 明敏君 
毎回、ロータリーの親睦委員のメンバーに結婚記念

日を教えていただいて感謝しています。 

 

橋口 佳周君 
１０月１９日で結婚４５周年を迎えます。先日女房

から「結婚４５周年はサファイア婚というんだそう

よ」と言われました。沈黙の時間が長かった・・。 

 

牛島 義亮君 
結婚記念日のお花、ありがとうございました。 

 

井上 亮君 
１０月１０日で術後２年が経ち、今日検診で異常無

しでした。感謝してニコニコします。 

田雑 豪裕君 
結婚記念日には美しい花をいただきニコニコしま

す。また、明日の新入会員セミナーでの卓話があり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

田代 博之君 
今朝、起きた時に家内から何の日？と言われまし

た。一瞬答える事ができませんでしたが、カレンダ

ーを見てやっと結婚記念日と答える事が出来まし

た。結婚して３７年になりますが初めて二人での生

活をしています。二人での生活もいいですね。 

 

四元 清安君 
誕生日祝い、ありがとうございました。 

 

前田 眞澄君 
先週の創立３０周年記念例会、懇親会には多くのメ

ンバーに出席をいただきありがとうございました。

あれから 1 週間が経ちました。あと 1 週間、何もな

い事をただただ祈るだけです。 

 

田中 啓輔君 
うちの二男のことです。４月から大学生になったも

ののずっと家でオンライン授業を受けていました

が、１０月から大学に行けるようになり、９月末に

ようやく引っ越しをする事が出来ました。まだあと

三男四男が残っていますので、毎日お金の心配ばか

りしています。 

 

馬渡 圭一君 
誕生日祝いありがとうございます。１０月２６日で

レベル４１になります。これからもよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

本日の合計    15,000円 

本年度の累計  326,000円 
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◆第３回クラブフォーラム◆ 
 
クラブ管理運営委員 
前田 眞澄 委員長 
 
本日の例会はビジョン委員会

によるクラブフォーラムという

事でビジョン委員会について少

しお話をしますと、そんなに歴

史がある委員会では無く組織の中に出来たのは２０１

７-２０１８ 岩政会長年度からであります。その前

は、クラブ管理委員会の名称で委員会メンバーは直近

のパスト会長・幹事から 3 代さかのぼったパスト会

長・幹事の計６名で構成されて 3 年間その委員会配属

と成っていました。ですから俗に三年委員会ともいわ

れていました。活動としましては職業分類・ロータリ

ー情報・例会プログラム・会員選考等のクラブ運営の

かなめの部分に携わっていました。それにクラブの短

中長期の計画を行う活動が加わった事により、クラブ

ビジョン委員会の名称に変わりました。ですから、今

月 16 日に行われる新入会員セミナーはその流れでク

ラブビジョン委員会の担当と成る事に成ります。 

因みに歴代の委員長さんですが、2017-2018 岩政会

長年度 池永委員長、2018-2019 崎元会長年度 岡 

委員長、2019-2020 南部会長年度 馬場委員長 そし

て本年度、本田委員長となります。ロータリークラブ

のあらゆる事項の最終決定権は理事会に有ります。し

かしロータリーの組織は基本、単年度制です。当該年

度の理事の決定権は当該年度の期間に限定されます。

次年度またはその先の年度に関しての決定権は有りま

せん。クラブビジョン委員会の役割りは、その年度間

の隔たりを超え、短・中・長期の面で総体的な指針を

策定する事です。クラブの継続的活動や佐世保中央 RC

ならではの魅力あるクラブにしていく方向性を策定し

ていける唯一の委員会という事になります。 

最後に第 1 回クラブフォーラムで行いましたクラブ

ビジョンに関係するアンケートの結果をお知らせした

いと思います。設問「佐世保中央 RC で継続事業は必

要と思いますか」に対し、思うという方が 23 名／25

名でした。次に設問「継続事業が必要と思われる方で

妥当と思われる年数は何年と思いますか」に対し 4～6

年が 12 名／25 名、10 年以上が 6 名／25 名、その他が

7 名／25 名でした。事業としては社会奉仕系、青少年

奉仕系いずれも行いたいという意見が大半でした。ク

ラブの未来はクラブ会員皆で作っていくものと思いま

す。そのお手伝いをクラブビジョン委員会が中心とな

って行っていきたいと思います。アンケートのご協

力、ありがとうございました。 
 
 
 
 
 

クラブビジョン委員会 
本田 実 委員長 
 
今後の事業（ビジョン）を語っ

ていくには、過去にどんな継続事

業があったのか調べてきました。 

継続してきた事業として第５代

会長の牟田さんから始まった白浜海水浴場クリーンア

ップ事業が第２０代会長の田雑さんまでの継続事業が

（9 月の第 2 土曜日に開催）されていました。 

次に続いたのが 第２代会長の芥川さんのとき青少

年奉仕委員長の鶴田さんがはじめられた佐世保中央 RC

旗少年ソフトボール大会事業（３月開催）が第１１代

会長の古賀さんまで続いた継続事業ありました。 

第１回 56 チーム 1300 人、第２回 71 チーム 1260 人

第３回 48 チーム ４、５回 二日間にわたって行わ

れ第６回から開催主催者から支援団体で参加されてい

ました。 

次に第１１代会長の古賀さんから始まった盲導犬事

業が 第１５代会長の橋口さんまで継続事業ありまし

た。 

１年目 盲導犬の理解と福岡県盲導犬協会訓練セン 

ター見学と盲導犬育成基金の設立  

２年目 盲導犬育成チャリティーコンサート 

３年目 福岡盲導犬訓練センターへのビデオカメラ 

の寄贈 

４年目 盲導犬 育成基金との協力して街頭での 

募金活動 

５年目 募金活動やチャリティーコンサートの 

収益金の寄付 

まだまだ続いた事業があったぞ、言われるかもしれ

ませんが対外事業を継続していくにはロータリーみな

さんのご理解と協力が必要であることがご理解できた

と思います。 

 
 
 
 
井上 亮君 
 
スペシャルオリンピックスの開催

を今年度中に実施したい。５周年先

には全国大会を開催できるように

育てあげたい。  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 ＳＡＡ：崎元 英伸君 

次回例会/１０月２２日１２：３０～ 

 


