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皆さんこんにちは、今日１

１月１９日（木曜）は、ワイ

ン好きの皆さんはご存じだ

と思いますが、ボジョレーヌ

ーボーの解禁日です。フラン

ス政府が、１９８５年より１

１月の第３木曜日を解禁日

にされたそうです。昔は、会

員の皆さんで解禁日に合わ

せて、ボジョレーヌーボーを飲んだのを懐かしく思い

出します。 

話しは変わりまして、１６日月曜日の夜、奉仕プロジ

ェクト・社会奉仕・青少年奉仕委員会と、３０周年実行

委員会の井上実行委員長、馬場副実行委員長、筒井事務

局を交えて全体会議行われました。ここ数年開催され

ている島瀬公園での「市民交流会」が主な議題でしたが、

やはりコロナ禍のなかで、屋外とはいえコロナ対策の

検討、そして創立３０年事業として行うので、イベント

内容もこれまでと違い新たなプログラムもありますの

で、これまでは委員会単位で事業を行っていましたが、

今回は、会員の皆様にもご協力頂きたいと思いますの

で宜しくお願いします。 

昨日水曜日の夜は、第５回佐世保市内ロータリーク

ラブ会長・幹事会が開催されました。場所がしぐれ茶屋、

佐世保北クラブ担当で行われ、第５グループの遠田ガ

バナー補佐と第６グループの緒方ガバナー補佐も出席

されました。 

最後に本日は、年次総会になっております。指名委員

長の南部パスト会長より、２０２１－２０２２年度の

理事・役員、そして会長ノミニーの指名の提案がござい

ます。大事な総会ですので、皆様のご協力よろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

１．例会変更・休会 
 ＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 

  日時 １２月２５日（火）１８：３０～ 

     ホテルヨーロッパ レンブラントホール  

※創立 25 周年記念式典・クリスマス家族例会  

休会 １２月２９日（火） 

       

２．来信 
 ■ガバナー事務所 

 ・地区ウェブサイトでのロゴのご使用のお願い 

 ・2740 地区ホームページ更新 

ハイライトよねやま 248 完成 

■ガバナーエレクト事務所 

 ・地区会員増強委員推薦依頼 馬場貴博君 

 ■旭川空港ＲＣ 

 ・合同例会の際のＤＶＤ（写真）送付 

 ■きらきらフェスティバル実行委員会 

 ・きらきらチャリティー大パーティー中止お知らせ 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７４０地区  
第６グループ ガバナー補佐  
緒方 信行様 
地区大会の延期、セミナーもことご

とく中止になっている中、クラブ同士

のつながりを維持する必要があるので、１月３１日に

ＩＭを状況を踏まえながら開催したいと思っておりま

す。密にならないような設えを考えているので、是非

参加してください。中央ＲＣは３０周年、日本最初の

東京ＲＣも１００年を迎える記念の年なので是非お願

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８５.７１％：会員数４９名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員１１名・ビジター０名 

前々回の出席２６名・出席規定免除会員１０名 
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ＩＭ実行委員 キャラバン隊 船津 学 様 
・登録参加のお願い 

・今回第６グループＩＭの目的  

会員研修、他クラブとの親善。近隣クラブが集い

共通のテーマで語らい、親交を深める。 

・開催日：令和３年１月３１日 

・テーマ：ロータリーの扉を開く 

 

第一部 パネルディスカッション 

「ロータリーとは」 

 

第二部 パネルディスカッション 

「ロータリーを理解し分かち合おう」 

 

第三部 懇親会 

 

・当日は感染症対策をしながら全員で参加していただ

きたい。 

 

 

 

 

 

 

  11 月 12 日 指山 康二・いづみ ご夫妻 

  11 月 24 日 平岩 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 28 年 11 月 10 日 濵田 憲治君 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

国際ロータリー第２７４０地区 第６グループ 
ガバナー補佐 緒方 信行様 
本日はお世話になります。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

ＩＭ実行委員 キャラバン隊 船津 学 様 
本日はインターシティミーティング登録のご協力の

お願いに参りました。よろしくお願いいたします。 

 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 
本日は佐世保北ＲＣの緒方信行がバナー補佐、船津

学様、ご来訪誠にありがとうございます。 

季節外れの暖かさが続いていますが、コロナの感染

者が増えているのが少し気になるところです。週末

の連休も我慢の３連休と言われています。今後を見

守っていきたいところですね。本日は年次総会とな

っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

指山 康二君 
４３回目の結婚記念日のお花、ありがとうございま

した。先週ロータリー例会と重なりましたので休会

しましたが、すぐ近くの上京町の寿司屋さんで夫婦

二人で食事していました。あと何回結婚記念祝いを

するのでしょうね。 

 

牛島 義亮君 
国際ロータリー第２７４０地区 第６グループ ガ

バナー補佐 緒方 信行様、ＩＭ実行委員 キャラバ

ン隊 船津 学 様の訪問を歓迎いたします。 

 

田雑 豪裕君 
誕生日のお祝いの品ありがとうございます。本日は

ＩＳＯの審査がありますので早退させていただきま

す。 

 

濵田 憲治君 
お誕生日祝い、ありがとうございます。 

 

南部 建君 
誕生日祝い、ありがとうございました。 

 

馬場 貴博君 
先週の日曜日に４人の孫の七五三祝いをすませまし

た。ついでに１位は私の誕生日でした。プレゼン

ト、ありがとうございます。 

 

川島 千鶴君 
先日、１１月５日「いい子」の日に誕生日を迎え素

敵なお花を頂きました。ありがとうございます。

Facebook やＬＩＮＥや社員の皆さん、３２０人位の

方々にお祝いの言葉を頂き、感謝の気持ちでいっぱ

いになった誕生日でした。 
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芥川 圭一郎君 
本日１８時にきらきらフェスティバル点灯式が開催

されます。今回で２５回目のきらフェスです。皆様

のご協力のもと今年も開催できます。ありがとうご

ざいます。 

 

田添 直記君 
誕生日のお花、ありがとうございました。体に気を

つけて１年間過ごします。 

 

 

本日の合計    20,000円 

本年度の累計  408,000円 

 

 

 

 

 

 

◆年次総会◆ 
 
１．開会の辞 
２．出席者の確認（定数報告 宮﨑正典幹事） 
   会員総数４９名、出席者４３ 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節により池永 隆司会長を議長とする。 
４．議事録作成者指名( 議長指名） 
   議事録作成者に田添 直記副幹事が指名さ

れた。 
５．審議事項 
   第１号議案 
  ・2021-2022 年度・役員理事選出の件 
   南部 建指名委員長より、 
   会長ノミニー： 前田 眞澄君 
   副会長： 岡 光正君   
   幹 事： 田添 直記君 
   会 計： 山瀧 正久君 
   ＳＡＡ： 香月 章彦君 
   理 事： 芥川 圭一郎君、藤井 寿人君 

片桐 康利君、川上 仁哉君 
倉科 聡一郎君、崎元 英伸君 
筒井 琢磨君、牛島 義亮君 
八重野一洋君、山口 裕之君 
 

   との報告があり全員の拍手で承認された。 
 
 
 
 
 
 

会長ノミニー 前田 眞澄君 
南部指名委員長はじめ指名委員会の皆様お疲れ様でし

た。昨日はキチンとお風呂に入って身を清めてまいり

ました。穢れているわけではありませんがけじめとい

うことです。来年の今頃は被選理事会も始まるので早

い段階での動きが必要だと思います。ただ、今年度も

次年度もございますので歴代の会長とコミュニケーシ

ョンをとらせていただきながら粛々と進めていきたい

と思います。一生懸命頑張りますのでよろしくお願い

します。 
 
副会長 岡 光正君 
自分はＲＣでは幹事と副会長の職は一回限りと思って

います。大事な役職なので、先輩方のご指導をいただ

きながら本田会長のサポート役に徹していきます。 

 

幹事 田添 直記君 
今年度は副幹事として宮﨑幹事に鍛えていただいてい

るので、この経験を次年度も生かしていきたい。３５

周年を目指す第一歩の３１周年ですので皆様と一緒に

頑張っていきたいと思います。 

 
会計 山瀧 正久君 
先ほどお配りしたミカンのおかげで無事承認いただき

ました。会計ですので会員の皆様が活動しやすいよう

に務めてまいります。 

 
ＳＡＡ 香月 章彦君  
ＳＡＡは委員経験がないので諸先輩のお言葉をいただ

きながら、努めてまいります。 

 

芥川 圭一郎君  
本田会長の思いを胸にみなさんと楽しんでいきたいと

思います。 

 

片桐 康利君  
皆様のご協力の下、頑張っていきます。 

 

川上 仁哉君  
こんな早く理事を受けさせていただきありがとうござ

います。試練といえば、今週日曜日に福江７７ｋｍマ

ラソンにチャレンジします。次年度の祈願として頑張

ってきます。結果報告は次回のニコニコで。 

 

倉科 聡一郎君  
今年度の委員長をしっかり全うさせていただいて、次

年度もしっかりやっていきたい。どんな委員会でも楽

しみにしています。 

 

崎元 英伸君  
理事の平均年齢を上げてしまいます。本田会長とは昭

和４０年青年会議所入会からの長い付き合いです。

「全集中」で務めますのでよろしくお願いします。 

 

牛島 義亮君  
「鬼滅」の担当は私です。今年度は３０周年の役職も
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なく寂しい一年でした。来年はしっかり、楽しくやっ

ていきたい。理事会では嫌がられ無いようになるべく

口を出さないようにします。 

 

八重野 一洋君  
今年度の副会長職が意外と暇ですが、割り勘要員とし

て頑張っています。理事の話をいただき、翌日には結

論を出して欲しいといわれ受けています。一年間楽し

んでいきたいと思います。 

 

筒井 琢磨君  
３年目になります。理事という立場の中で中央ＲＣを

より深く知っていきたい。 

 

山口 裕之君  
昨年のリベンジに頑張ります。 

 

直前会長 池永 隆司君  
新しい理事を見て、中央ＲＣの層の厚さを感じる。今

年度まだまだありますので頑張ります。 

 

会長 本田 実君  
次年度組織の承認ありがとうございます。指名委員会

の皆様、ご心配かけました。ありがとうございまし

た。次年度会長職もまだまだ不安がありますが、次年

度役員の力をお借りしながら頑張っていきます。３０

周年を含め今年度の事業もまだたくさん残っています

ので皆様ご協力お願いします。先行き不安な社会情勢

ですが、佐世保中央ＲＣが魅力ある楽しいクラブであ

ることを皆様の協力の下広めたい。 

 

 

 

 

 

 

 ＳＡＡ：馬場 貴博君 

次回例会/１１月２６日１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 


