
会長　中島　祥一君
明けましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしたか？約2

週間のロータリーなしの時間でした。
丁亥（ひのとい・ていがい）年です。もの

の書によりますと、丁亥（ていがい）の年は
従来の力と新しい力がぶつかり合い、起爆
力を蓄積し爆発しやすい年とのこと。びっ
くりするようなことが起きる。たとえば地
震がおきるとか。どのような走り方をする
のでしょう。
防衛庁が防衛省になりました。サダムフ

セインが処刑されイラクはますます荒れ模
様。民主党優位の中、ブッシユ政権は兵力
増強をしようとしていますがうまくいくで
しょうか。
イランは　核開発を止めようとはしません
し、北朝鮮も同様に核開発を止めようとしま
せん。日本の外交はどうなるのでしょう。
北海道夕張市の成人祭（成人式）の模様が
放映されていました。資金作りから、手作り
で自分たちの成人祭を行い、成人としての責
任と義務を自分たちで語り合っていた情景が
印象的でした。久しぶりに一服の清涼な風を
感じました。ともあれ、本年もよろしくお願
いします。

○国歌「君が代」斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
松浦RC 太田　晴康君

（第5グループガバナー補佐）

祖川　　章君
○ゲスト
地区交換学生　侍

シ

依
イ

仁
ジャン

さん

１．田口　厚ガバナー
台南ロータリークラブ
野口　清ガバナーエレクト　他
年賀状

２．国際ロータリー第2740地区ガバナー事
務所
住所変更／〒850－0854

長崎市銀屋町3番12号
電話、FAX等変更なし

３．国際ロータリー
1月ロータリーレート　1ドル 118円

４．譛ロータリー米山記念奨学会
2006年度下期普通寄付金のお願い
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５．第2740地区インターアクト
委員長　天本　俊太君

2006～2007年度インターアクト後期指導者
研修会のご案内
日時／平成19年2月3日貍

午後2: 00 開会・点鐘
午後4: 00 閉会・点鐘

場所／武雄市文化会館1Fミーティングルーム
出席対象者／ロータリアン・顧問教師・

IAC会長・副会長・幹事

６．第2740地区ローターアクト
委員長　大島　　隆君

地区ローターアクト代表 荒木　真一君
唐津東ローターアクトクラブ会長

平田　涼子さん
第2回会長幹事会実行委員長

小宮　克久君
第2回会長幹事会のご案内
日　時／平成19年1月28日豸

登録開始9: 30、点鐘 10 : 00
終了 15 : 00予定

場　所／唐津市民文化体育館
登録料／RC 2,000円、RAC 1,000円

7．佐世保学園専門官 梅田　和進様
意見発表会等の賞品寄贈のお願い

8．佐世保市心身障害児（者）育成協議会事務局
ご入会へのお礼状

9．特定非営利活動法人　日本UHCR協会
代表理事　赤野間　征盛様

（東京北RC会員）
アンケートご協力へのお礼

10．大村ロータリークラブ
週報

第5グループガバナー補佐
太田　晴康君
あけましておめでとうござい

ます。

昨年中はお世話になりました。また今年残
された下期をよろしくお願いいたします。
佐世保RC訪問は今回で3回目になります。
新年初めての例会に出席して非常に申し訳
なく思っています。今回は、来月2月24日貍
のIMの件のお知らせとご紹介をかねてお伺
いいたしました。
ご存じのように第4、第5、第6グループ輪

番制でIMを担当していますが、2006～2007
年は第5グループが担当となり、ガバナー補
佐クラブであるホストクラブ松浦RCがIMを
担当し、会員一同、準備に頑張っているとこ
ろです。
第2部で安部パストガバナーの座談会ご出

席をお願いしたところ快くお引き受けいただ
きましたことを重ねてお礼申しあげます。
IMのテーマをいろいろ考えてきましたが、
ロータリーの基本として自己研鑽、奉仕など
も大切ですが、現在のRCにおいて重要な
「楽しいロータリークラブをめざす」ためい
かにあるべきかを皆様とともに考えてみたい
と思っています。
参加のご案内については同伴の祖川君にお
願いします。

IM参加へのご案内
松浦RC 祖川　　章君

本日は、2006～07年度のIMホストクラブ
を務めます、松浦ロータリークラブからIM
への参加をお願いに参りました。
開催日は、2007年（平成19年）2月24日貍、
場所は松浦市文化会館「夢ホール」でござい
ます。
今回のIMは、「ロータリーを楽しもう」を
メインテーマとし、第1部ではアンケートに
基づく「あなたにとってロータリーの楽しみ
は何ですか」の発表、第2部はパストガバナ
ーによる座談会「楽しくなければロータリー
ではない」、そして松浦クラブが目指してお
ります会員相互の親睦と、面識を広める、第
3部「懇親会」を計画致しております。
登録締め切りは、2007年（平成19年）1月20
日と致しております。
ご案内のリーフレットを持参しております
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ので、ご覧頂きたいと存じます。
松浦クラブ会員一同、IMへの皆様のご参

加、お待ち致しております。是非、松浦へお
越しください。貴重なお時間を頂き、ありが
とうございました。

親睦活動委員会　山本　　聡君

第5グループガバナー補佐（松浦RC）
太田　晴康君
あけましておめでとうございます。旧年は
お世話様になりました。今年、下半期もよろ
しくお願い致します。

松浦RC 祖川　　章君
初めて来ました。今日はIMの案内に来ま

した。よろしくお願いします。

中島　祥一会長、円田　　昭副会長
富永　雅弘幹事、木村　公康副幹事
新年にあたり、皆様の上半期のご協力に感
謝しますと共に、下半期のご支援を賜ります
ようお願いしてニコニコします。

安福鴻之助君
太田ガバナー補佐、ようこそいらっしゃい
ました。IMの準備ご苦労様です。

松尾　慶一君
ご心配かけました。本日より復帰致します。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
歌の時間「一月一日」合唱

■会長報告 中島　祥一君
会長職を引き継ぎ、身の引き締まる思いで
やってまいりました。脱線多き運営で皆様ひ
やひやされたことでしょうが、優秀な理事、
役員及び会員の皆様のご協力に支えられ運営
することが出来ました。
それでは前半のクラブ活動についてご報告
します。
主な行事としては田口厚ガバナー公式訪問
など、全体の活動は皆様のご協力の下実施す
ることが出来ました。
藺例会と親睦について

ロータリーの基本は例会に出席をすること
から始まると思います。
そこで例会をより楽しく過ごすことに致し
ました。会員の時間的負担を軽減するために
も観月例会とし、例会、懇親会を同時開催と
しました。
藺日本のもつ豊かな自然への愛情は

なごやかな雰囲気を作るよう親睦の時間と
して、唱歌・童謡等を皆で合唱しました。
藺クラブ組織の簡素化

委員会を統合整理し簡素化しました。
藺会員増強について

高木貞一郎R1会長代理が言われた「増強
よりむしろ退会防止を」とのことを守り、会
員退会防止を心掛けながら4名の新会員が入
会いたしました。
新会員研修会では、安部直樹パストガバナ
ー、福田金治パスト会長を講師に、充実した
研修会が行われました。
藺姉妹クラブ契約更新について

台南ロータリークラブとの姉妹クラブ契約
更新を、2006年11月台南ロータリークラブを
訪問して更新しました。
藺ロータリーを理解し、楽しもう

Read  the way「率先しよう」を念頭に置き
クラブ運営を行いました。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 10,000円

テーブルボックス 合計 44,000円

累　　計 548,000円

◇

委員会タイム
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■クラブ奉仕委員会
委員長　遠田　公夫君

○出席委員会

委員長　　中川内眞三
副委員長　山本　　聡
委員　　　吉松　哲範、闍口　純一

溝口　尚則、金氏嘉一郎
山中　康裕、松尾　慶一
原口　増穂、峯　　博之

【上期事業報告】

蘆例会の修正出席率100％の継続を目指して、
会員の方々に例会出席をお願いしました。
蘆今年度のテーマ「楽しい例会、愉快な例会」
を作るべく、例会場入口にて、雰囲気作り
に努めました。
蘆例会場入口にて、出席ボードのチェック及
び出欠表の作成を行いました。
蘆毎月（第3回例会時）永年会員表彰、及び
出席100％表彰を行いました。

【下期事業計画】

蘆引き続き、毎月、永年会員表彰及び出席
100％表彰を行います。
蘆全会員の方々に、例会出席をうながし、や
むをえず欠席された時には、メークアップ
を奨励してゆきます。
蘆新会員の方々に全会員のお顔とお名前を確
実に覚えてもらいます。
蘆下期も、例会の修正出席率100％を続ける
ように努力してゆきます。

○親睦活動委員会

委員長　　闍田　俊夫
副委員長　有薗　良太
委員　　　隈元　勝則、長富　正博

黒木　政純、溝口　尚則
町　　　孝、山中　康裕
松尾　慶一、山本　　聡

【上期事業報告】

平成18年7月 1日 役員交代式
9月13日 観月例会
11月15日 新会員研修会及び懇親会
12月16日 忘年家族会

【下期事業計画】

平成19年1月31日 長寿祈願祭・祝賀会
4月 4日 観桜例会

2006-2007年度は中島会長の意向により、
会員のさらなる親睦と楽しい例会を目指して
親睦の時間として、月に2回童謡を歌ってい
ます。田口ガバナーの訪問例会でも大好評で
した。1年間継続の予定です。

○例会委員会

委員長　　米倉洋一郎
副委員長　外間　雅広
委員　　　宮内　一郎

【上期事業報告】

例会中の福田SAAのお手伝いをしておりま
す。前期例会において食事数の決定並びに不
足（食事数）した時の対応等にあたっており
ます。
例会中の私語については、卓話中について
は、皆さん静かに聞かれているようです。

【下期事業計画】

前期同様、福田SAAのお手伝いと、例会時
のいろいろな事への対応をしたいと思いま
す。

○プログラム委員会

委員長　　曽我　勝宣
副委員長　田川　邦男
委員　　　安福鴻之助、外間　雅広

玉井　　晃、藤井　　隆

【上期事業報告】

7月　玉井　晃委員担当
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8月、9月 外間雅広委員担当
10月、11月 田川邦男副委員長担当
12月 藤井　隆委員担当

7月5日 クラブ協議会
12日 クラブ協議会
19日 海上自衛隊前インド洋派遣部隊指

揮官第6護衛隊司令　大津雅紀 1佐
「インド洋で考えたこと」

26日 前会長　山縣義道
「ロータリー雑感」

8月2日 会員　三浦桂一郎
「証券市場について」

9日 地区第5グループガバナー補佐
太田晴康氏訪問「クラブ協議会」

23日 田口　厚ガバナー公式訪問
30日 古賀久子税理士

「あなたにとっての相続とは」
9月6日 会員 西村正一郎会員増強委員長

「会員増強月間に因んで」
黒木政純、玉井晃、闍田俊夫会員も

13日 観月例会
20日 ’05～’06地区交換学生　平子　咲さん

「帰国報告」
27日 国際ソロプチミスト佐世保パール

川添麗子前会長
「The  Best  For  Women」

10月4日 ’06米山奨学生　金斗郷君
「韓国人の情緒」

10日 県北振興局水産課増本正幸課長
「県北水産業への取り組み」

18日 長崎地方裁判所佐世保支部
森　大輔判事補
「裁判員制度について」

25日 会員　福田金治
職業奉仕月間に因んで「ロータリ
ークラブについての基礎的な知識」

11月1日 佐世保市役所交流員　楊成舜様
「中国人の性格及び中日文化の違
い」について

8日 佐世保夢大学 久田和之事務局長
「学校の応援団になって下さい」

15日 譛佐世保地域文化事業財団

小浦康正事務局長
「5年経ったアルカスSASEBO」

11月22日 佐世保市環境保全課
大谷政輝係長
「身近な地球温暖化対策と佐世保
の自然」

28日 徳勝法律事務所　徳勝宏子様
少子化時代の子育て～佐世保市子
ども発達センターの取り組みから
見えてくるもの

12月6日 地区大会報告
中島会長、大神次期会長
加納会員、黒木会員

14日 長崎県佐世保警察署
大山美喜交通課長
「飲酒運転の根絶」

20日 長崎県土木部砂防課
松永　守課長補佐
「土砂災害防止について」

【下期事業計画】

本年度委員会方針の通りに事業を推進して
参ります。上期と同様に各月の担当者を下記
の通りとし、各委員の個性を生かしたプログ
ラムを組んで参ります。
2007年
1月：24日、31日 玉井　　晃委員
2月：7日、14日、28日 藤井　　隆委員
3月：7日、14日、28日 曽我　勝宣委員
4月：11日、18日、25日 安福鴻之助委員
5月：9日、16日、23日、30日

曽我　勝宣委員
6月：6日、13日 安福鴻之助委員

※尚、上記日以外の例会にてはクラブ協議会
等別のプログラムが組まれております。

○クラブ会報委員会

委員長　　古賀　　巖
副委員長　隈元　勝則
委員　　　小川　　洋、長富　正博

松尾　文隆、町　　　孝
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【上期事業報告】

本年度の方針
佐世保ロータリークラブ例会等の『報告書』
として位置づけた、クラブ会報を委員会で分
担して滞りなく発行して参りました。又、昨
年度まで広報委員会が行ってきた、広報活動
を引き継いで行っております。

年当初の目的にのっとって、活動を続けて
おります。また、公式ホームページについて
は、完全リニューアルを行い、クラブ会報の
ダウンロードや、佐世保ロータリークラブ新
着情報＆トピックスとして、ブログ形式で情
報を開示できるようにしました。情報の開示
については、会報委員長がIDとパスワード
を管理するようにしております。ご希望の会
員の方は会報委員長までご連絡ください。

〈目的〉
１．クラブ会報
理事会、各委員会の活動報告並びに卓話
の情報・趣旨を広くメンバーに知らしめ、
理解や情報の吸収を目的とします。

２．広報活動
地元社会へのクラブの貢献を示し、支持
を得ることを目的とします。

３．公式ホームページ（http://www.sasebo-
rc.jp）の更新
佐世保ロータリークラブの基本情報を発
信するということを目的とします。

〈内容〉
蘆理事会、各委員会の活動報告の記載
蘆卓話及び佐世保ロータリークラブの催事
の記載
蘆ニコニコボックス、連絡事項等の簡潔な
記載
蘆クラブ活動の広報にも活用し、情報発信
を実施
蘆重要なクラブ行事を、地元の報道機関に
連絡
蘆クラブ活動に対する報道機関の問い合わ
せに対する、迅速かつ正確な回答

蘆佐世保ロータリークラブ公式ホームペー
ジ（http://www.sasebo-rc.jp）の新年度版
の更新及びクラブ会報のダウンロードや
佐世保ロータリークラブ新着情報＆トピ
ックスコーナーの新設（ブログ形式）

【下期事業計画】
上期と同じ内容で活動を続けて参ります。

○雑誌委員会
委員長　　玉野　哲雄
副委員長　坂田　邦壽
委員　　　山下　尚登

【上期事業報告】
１．クラブ例会で毎月の「ロータリーの友」
より興味ある情報を提供し、会員にロータ
リー雑誌への関心度を高めて頂くように努
力いたしました。
２．RAC、IAC、佐世保学園、各名誉会員に
「ロータリーの友」を、米海軍佐世保基地
司令官には英文の「ザ・ロータリアン」を
贈呈しました。
３．台南RCには「ロータリーの友」を、ラ
ホヤRCには英文「ロータリーの友」を贈
呈しました。
４．新会員教育のため雑誌の利用をすすめ、
会員への自己紹介の時間を「ロータリー3
分間情報」で提供しました。

平成18年
7月12日 玉野　哲雄

「その人その人生『風紋』」
8月 9日 坂田　邦壽

「剣道を通して青少年育成」
9月 9日 山下　尚登

「青森県十和田湖を水源として」
10月11日 黒木　政純

「変わりゆく大学」
11月11日 長富　正博

「戦艦大和の最後」
12月13日 松尾　文隆

「ロータリークラブの会員は」

（6）
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【下期事業計画】
１．クラブ例会で毎月の「ロータリーの友」
より興味ある情報を提供し、会員にロータ
リー雑誌への関心度を高めて頂くように努
力いたします。
２．RAC、IAC、佐世保学園、各名誉会員に
「ロータリーの友」を、米海軍佐世保基地
司令官には英文の「ザ・ロータリアン」を
贈呈します。
３．台南RCには「ロータリーの友」を、ラ
ホヤRCには英文「ロータリーの友」を贈
呈します。
４．新会員教育のため雑誌の利用をすすめ、
会員への自己紹介の時間を「ロータリー3
分間情報」で提供します。

〔ロータリー3分間情報担当予定〕
平成19年1月10日 溝口　尚則

2月14日 町　　　孝
3月14日 小川　　洋
4月11日 安福鴻之助
5月 9日 山中　康裕
6月13日 金氏嘉一郎

○会員増強委員会
委員長　　西村正一郎
副委員長　佐保　　榮
委員　　　田中丸善保、辻　　昌宏

【上期事業報告】
今年度上期新入会員
①原口　増穂君　　1950年10月30日生
勤務先：原口内科消化器科　院長

②鐡富　誠也君　　1952年2月8日生
勤務先：九州電力㈱相浦発電所　所長

③峯　　博之君　　1952年4月25日生
勤務先：NTT西日本九州佐世保支店支店長

【下期事業計画】
前年度末の会員数は80名。今年度11月末現
在の会員数は83名。
新年度7月1日現在は80名に減少したもの

の、上期の3人の増強で83名に回復した。今
年度の増強目標は、前年度末より純増1名と
なっているので、下期あと1名の増強に努力
したい。

○職業分類委員会
委員長　　井手　常博
副委員長　玉井　　晃
委員　　　下田　弥吉

【上期事業報告】
今年度入会者
8月23日　原口　増穂
8月23日　鐡富　誠也
8月23日　峯　　博之
上記の方々につき、資格要件を職業分類上の

見地から審査して、理事会にその可否を報告。

【下期事業計画】
会員の方から職業分類表について、次のよ
うな意見がありました。
１．一業種5名まで入会できるので、細分化
する必要がないのではないか。
例：内科、外科、整形外科等のように簡略化。
２．未充填で、入会可能性のない職業分類に
ついては、はずしてよいのではないか。必要
になった時に新設すればよいのではないか。

上記につきましては、委員会において検討
の上、理事会に報告致したいと思います。

○ロータリー情報委員会
委員長　　井上　斉爾
副委員長　菅沼宏比古
委員　　　松本　英介

【上期事業報告】
毎月例会の第3回または第4回の日に「ロータ

リー3分間情報」として報告をいたしました。
7月19日 井上　斉爾

「ロータリー情報委員会の任務
について、又ロータリアンの特
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（今週の担当　町　　　孝）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

典について等」
8月23日 菅沼宏比古

「ロータリーの地区分割の歴史
等について」

9月27日 松本　英介
「雑感」

10月18日 井上　斉爾
「SAAについて」

11月15日 菅沼宏比古
「教育問題等」

11月15日に新会員研修会を行いました。新
会員8名。講師は安部直樹、中島祥一、福田
金治の3氏にお願いしました。
その他、新会員になられた方々の為のオリ
エンテーションを3名の方々にいたしました。

【下期事業計画】
毎月の3分間情報を続けます。その他、新入

会員があればオリエンテーションを行います。

○文献記録委員会
委員長　　森　　信正
副委員長　池田　敏昭
委員　　　佐々木秀也

【上期事業報告】
１．必要文献の収集、管理を計画したが、時
間的なものもあり計画通りではなかった。
２．保管場所の検討もしたが、現在のスペー
スでは解決しないようです。

【下期事業計画】
前期事業計画で示した
蘆必要文献の収集、管理
蘆文献記録等の整理、保管場所の検討
を続けて遂行したいと思っています。

■職業奉仕委員会
委員長　橘F 克和君

○職業情報委員会
委員長　　田中　信孝
副委員長　宮内　一郎
委員　　　井手　弘和、安部　直樹

【上期事業報告】
上期の職業奉仕月間に予定していたが、卓
話者の選定にまでいかず、下期に計画したい。

【下期事業計画】
１．卓話および職場訪問等の実施
卓話者の選任および訪問先の検討をすす
める。
２．職場情報提供の実施

○職業活動表彰委員会
委員長　　円田　浩司
副委員長　梅村　良輔
委員　　　松尾　弘司、菅沼宏比古

【上期事業報告】
10月25日貉、職業奉仕月間例会卓話（職業
情　報委員会と共催）
「ロータリークラブについての基礎的な知識」
会員　福田　金治君

【下期事業計画】
中島会長、橘闍大委員長の方針を受け、職
業に携わる中で、奉仕の理想を活かしていく
ことを目標に努力したい。
今後の活動として、4月に市内8クラブ共同
での職業表彰、5月に職場訪問を予定してい
るが、いずれにしても職業情報委員会と協力
し、会員の意見を尊重しながら委員会で検討
して実施していきたい。


