
〔理事会報告〕

１．忘年家族会の決算が承認されました。
２．上期決算が承認されました。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」

幹事　中村　徳裕君
１．台南扶輪社
第2740地区ガバナー　野口　　清君
ガバナーエレクト 鈴木　泰彦君　他
年賀状が届いております。

２．第2740地区ガバナー 野口　　清君
財団奨学・学友委員長 澤山　俊雄君
①2009～2010年度ロータリー財団国際親善

奨学生募集要項について

�１．アカデミック・イヤー（1年間）
2009年7月から留学期間

�２．マルチ・イヤー（2年間）
2010年2月から留学期間

クラブ申請書提出期限：2008年3月末日
クラブからガバナー事務所への申請書
提出最終期限：2008年4月20日

②インターアクト委員長 田中丸治樹 君

インターアクト後期指導者研修会のご案内
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会長　大神　邦明君
皆様あけましておめでとうご

ざいます。
今年2008年がみなさまにとっ

て良い年である様に願うもので
あります。
今年は「ねの年」です。十二支の最初の干
支となるのですが、ほ乳動物でネズミ科は種
類が多く、良く増える動物で生命力旺盛です
が、悪い方では、人間の食糧、農作物を食い
荒らす、病原菌の仲立ちをする、ねずみ色
（グレー）、良いか悪いかねずみ算、ねずみ講
といった良くないイメージもあります。
世の中は2002年1月を底として6年間の長き
で回復しているとの事です。6年で72ヵ月、
史上最長となっています。大きく小さくは地
域、分野で違うかもしれませんが。
新聞その他の論評では、今年前半はダウン
サイドリスク（下振れリスク）で、不確実性、
不透明性を高めつつあるとの事です。後半は
1％台後半の成長率になりそうであるとの論
評もあります。
今年は366日で残すところ357日、経済もで
すが、私達、佐世保ロータリー現執行部も残
すところ半年でございます。無事軟着陸でき
る様、皆様のご協力よろしくお願い致します。

会　長　挨　拶

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

会　長蘆大神　邦明　　　幹　事蘆中村　徳裕 
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年初めのめでたいお祝いです。皆様、出席
よろしくお願い致します。
石井海陸ビル前より18時に九十九島観光ホ
テル行バスが出ますのでご利用ください。

親睦活動委員会　委員長　加納洋二郎君

大神　邦明会長、中村　徳裕幹事
有薗　良太副幹事
あけましておめでとうございます。
今年が会員の皆様にとりまして素晴らしい
年でありますよう、心から祈念申しあげます。
本年もよろしくお願いいたします。

SAA 西村正一郎君
おめでとうございます。
昨年はホームクラブ出席者数も予定通り、

卓話の時のおしゃべりもなく、SAAとして楽
な半年でした。今年もよろしくお願いします。

ロータリー情報委員会
委員長　F田　俊夫君

「クラブ協議会」

クラブ内において、ロータリーのプログラ
ムを調整、発展させる為に開かれる役員、理
事及び委員会委員長を含むクラブ会員の会合
ですので、クラブの全会員の出席が要請され
ています。
従いまして、クラブ協議会に出席された会
員は総て発言権があります。年度のはじめ、
ガバナー公式訪問の2週間以内、公式訪問の
時、地区大会1ヵ月以内、その他適時に少な
くとも年間6回以上の開催が望まれています。

日時／平成20年1月26日貍 13:30～16:00
場所／武雄市文化会館　ミーティングホ

ール
対象者／ロータリアン…インターアクト

委員長・副委員長
高校…IAC顧問教師、IAC会長、
副会長、幹事

③地区米山記念奨学会委員長

北郷　雅子さん

「地区米山の見学会」開催の件（ご案内）

日時／平成20年2月5日貂
10:30集合 佐賀県立九州陶磁文化

会館：見学
12:20 集合 有田RC例会場：昼食
例会終了後 柿右衛門窯：見学
15:00 解散

２．佐世保東南ロータリークラブ
幹事　大野　満也君

例会場変更のお知らせ

ウエルサンピア佐世保閉館に伴い、2008年
1月9日貉例会より
新例会場：ハウステンボスJR全日空ホテル

３．地区ローターアクト委員長 大島　　隆君
諫早RAC会長 米山　大介君
島原RAC会長 古瀬　一喜君
第2回会長幹事会のご案内

日時／平成20年1月27日豸
場所／諫早市社会福祉協議会
登録料／1,000円

４．国際ロータリー
ｒｏｔａｒｉａｎ誌　1月号

５．大村ロータリークラブ
週報

親睦活動委員会 委員長　加納洋二郎君
1月23日貉長寿祈願祭並びに祝賀会開催の

ご案内です。
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ニコニコボックス

委 員 会 報 告

ニコニコボックス 本日合計 4,000円

テーブルボックス 合計 44,000円

累　　計 534,000円

◇

ロータリー3分間情報
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■会長報告 会長　大神　邦明君
2007年～2008年の佐世保ロータリークラブ

の会長として、この前半期についてご報告申
しあげます。
昨年の6月30日土曜日、JR全日空ホテルでの

役員交代式で、前会長中島祥一さんから会長
職の引き継ぎを行いました。
RI会長ウィルフリッドJ.ウィルキンソン氏の
テーマ“ROTARY SHARES”、「ロータリーは
分かちあいの心」の提唱があります。
又、野口清ガバナーからのテーマは、「ロー

タリーを楽しみましょう。主役はあなたです。
何か一つ良い事をしましょう」です。
我が佐世保クラブとしての目標として、“例

会を楽しく、大切に”をモットーに行ってま
いりました。単純明快なる事ではありますが、
この事を今後も推し進めてまいりたいと思い
ます。
この前半期の例会のあり方では、前会長、

直前会長が始められたロータリー3分間情報、
それに加えてロータリアンの思われる3分間情
報を拡大して継承させていただき、中島パス
ト会長がやられた日本のなつかしい、心なご
む歌の時間も続けさせていただいております。
クラブ運営におきましては、各理事の方々、

委員長、委員の活動と努力で成り立っている
事に感謝する次第です。又パスト会長会のお
力でまでいただき、資金の運用、クラブ運営
においてニコニコ資金の柔軟な使用での対策
等、その状況と環境を創っていただくだけで、
活用するかしないかは別と致しましても、有
り難く感謝するものであります。
ロータリー例会には是非出席してください

とか、催し物には出席を強く要請しているか
と思いますが、それは何故かと申しあげます
と、今のこの世知辛い世の流れの速さの中で、
自己責任を遂行し、対応業務を最大限消化さ
れ決断して何事も押し進めている自分であり
ます。自負あるから責任者、代表者も続けて
努力しておられます。しかし、私の場合に当
てはめて見ますと、ある分野の狭い領分の中
で自分はうごめいてやっているのが、見えま

した。そしてその評価も価値も見極めるには、
自分を職場でない所、利害の伴わぬ状態に置
き、又仕事から離れて己を客観的に見直す事
が、1週間に1度出来たなら何かが変わって来
ると思います。
ロータリーは異業種の各分野のトップ達を

集め、つどわせて相互にあらゆるものを感じ
させ、その事を分かち合ってそれを各々の職
場に持ち帰って必ずや生かせる時があると思
います。それが職業を通しての社会奉仕とな
り得るものと考えます。又、その関与する会
社の方、知人の方までも広がり波及するもの
と思います。是非例会を楽しい、大切なもの
にして後の半年を内容あるものにご協力お願
いいたします。
下半期の公的事業は、2月10日にインターシ

ティ・ミーティングが有り、その他は何もあり
ません。佐世保クラブの内からの充実を計る
時と考えます。
最後にお願いで恐縮ですが、ロータリー財

団、米山奨学への寄附の方お願い致します。
会員数については期頭初は82名でしたが現在
は80名です。しかし2月中には82名になること
が確実になりました。

■クラブ奉仕委員会
委員長　米倉洋一郎君
上期の委員会はそれぞれ順調に
委員会活動をこなされており安心
しております。（以上）

□出席委員会
委員長　　川冨　正弘
副委員長　原口　増穂
委員　　　山中　康裕、峯　　博之

鐡富　誠也、幸良　秋夫
出田　研吾、平尾　幸一
安井　　浩、武田喜一郎
児玉　孝雄、斉藤　宏隆
納所　佳民

【上期事業報告】
１．例会委員会および親睦活動委員会と共に
例会出席が楽しくなるような雰囲気づくり
を行った。
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２．例会を欠席された方に、メークアツプを
するよう勧め、出席率100％を維持した。
３．例会場入り口にて、出席受付ボードを利
用して、出席の確認および出席率の算出を
行う。
４．例年、新会員の多い委員会であるため、
新会員の方々に出席受付ボード等を利用し
て、全会員のお顔とお名前を覚えてもらっ
ている。また、新会員の方が、新しく配属
され、主体的に頑張ってもらった。
５．毎月、第3回目例会時に、永年在籍表彰お
よび出席100％表彰を行った。

【下期事業計画】
１．例会委員会および親睦活動委員会と共に
例会出席が楽しくなるような雰囲気づくり
に努める。
２．やむなく例会を欠席されたときには、メ
ークアップをするよう勧める。
３．例会場入り口にて、出席受付ボードを利
用して、出席の確認および出席率の算出を
行う。
４．例年、新会員の多い委員会であるため、
新会員の方々に出席受付ボード等を利用し
て、全会員のお顔とお名前を覚えてもらう。
５．毎月、第3回目例会時に、永年在籍表彰お
よび出席100％表彰を行う。

□親睦活動委員会
委員長　　加納洋二郎
副委員長　木村　公康
委員　　　闍口　純一、原口　増穂

鐡富　誠也、峯　　博之
幸良　秋夫、出田　研吾
平尾　幸一、武田喜一郎
児玉　孝雄、斉藤　宏隆

【上期事業報告】
2007年
6月30日貍　役員交代式・記念懇親会開催
場　所／ハウステンボスJR全日空ホテル
出席者／名誉会員2名、名誉会員夫人1名

会員54名、会員夫人20名
RAC 2名、地区交換学生1名
米山奨学生1名、通訳1名

事務局2名
計　84名

ピアノ演奏、および独唱会を企画致しました。
和やかな中に、大神会長の方針である“会を楽
しく、大切にしよう”を掲げ、幕開けに相応し
い記念懇親会を開催することが出来ました。

9月26日貉　観月例会
場　所／富士国際ホテル
出席者／会員58名、事務局2名
室内開催ではなく、本物の月見会に挑戦致

しました。野外の例会、そして運よく晴天で
満月を眺めながらの宴となり、懐かしい雰囲
気の例会を行うことが出来ました。

11月14日貉　新会員研修会・歓迎懇親会
場　所／アイトワ
出席者／会員　40名
例年通り会員の研修終了後、歓迎懇親会を

行いました。佐世保RCらしく、厳粛な中にも、
既存会員と新会員との新しい交流の場を作る
ことが出来ました。

12月15日貍　忘年家族会
場　所／佐世保玉屋
出席者／名誉会員1名、名誉会員夫人1名

会員54名、会員夫人30名
家族 31名
RAC 4名、地区交換学生1名
事務局2名、その他（副官）1名
合計　125名

ピアノ・バイオリン・ギターをBGMにゆった
りとした気分で忘年会を楽しんで戴きました。
今年度は富くじ抽選会を行い、全員参加型

のイベントで楽しんで戴きました。

【下期事業計画】
2008年
1月23日貉 長寿祈願祭　亀山八播神宮

祝賀会を九十九島観光ホテルにて
開催予定。

今年度のお祝いは
傘寿　円田　三郎
喜寿　松本　英介
古希　岡　　英樹、安福鴻之助
還暦　井出　孝邦、橘闍 克和
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飯田　満治、長島　　正
以上8名の会員の方々です。
祝い年の皆さんを心から祝福すべく、準備

を行いたいと考えております。

4月9日貉 観桜例会
レオプラザホテルにて開催予定。
春らしく、しかも楽しい雰囲気の観桜会を

開催予定。

□例会委員会
委員長　　増本　一也
副委員長　坂田　慎吾
委員　　　斉藤　宏隆

【上期事業報告】
１．西村SAAと共に楽しい例会運営を推進し
た。又、例会の効率的運営の為　食事の数
量制限等工夫を凝らしている。
２．夜の例会の実施
※第2814会例会
日時／平成19年10月24日貉 18：30
卓話／西側正英様（アサヒビール長崎支店長）
ビールを飲みながらビールについての

講演をして頂いた。

【下期事業計画】
１．前期同様に有意義で楽しい例会推進を促
進する。
２．西村SAAの指示に従いサポートしていく。
３．委員会メンバーの協力体制を強化する。

□プログラム委員会
委員長　　田川　邦男
副委員長　立石　徳雄
委員　　　金氏嘉一郎、小川　　洋

長富　正博、安井　　浩

【上期事業報告】
6人の委員が1カ月（年計2カ月）ごとに卓話

者を選任し要請しました。
当クラブの新会員の皆さん、各委員会の

方々にもできるだけ協力してもらい、何とか
ノルマをこなせたと思っています。

新年度も同じような計画ですが、タイムリ
ーな珍しい話をしていただける講師を捜して
面白い卓話の時間にしたいと考えています。

【下期事業計画】
職業世界のさまざまを聞くことで自分以外

の世界を知ることが目的でありましょうから、
前期と同様に進める方針です。
講師選定は、簡単ではありませんが、各委

員のご協力で乗り切りたいと思います。

□クラブ会報委員会
委員長　　山下　尚登
副委員長　芹野　隆英
委員　　　黒木　政純、溝口　尚則

金氏嘉一郎、松尾　慶一

【上期事業報告】
１．クラブ会報の発刊
平成19年7月4日貉 第2,799回例会並びに役

員交代式、記念懇親会の報告を№1として、
平成19年12月4日貉第2,820回例会の№22まで
を発刊しました。また、例会だけでなく地
区大会や交換学生の送別会、帰国歓迎会も
写真での掲載をしました。
尚、№20の永年会員表彰のお名前を間違

え、№21でお詫びと訂正を致しました。
２．広報活動

上期は特に報道機関等への広報はありま
せんでした。
３．情報発信

新年度版にクラブ公式ホームページを更
新しました。

【下期事業計画】
方針：会報はクラブの活動「報告書」と位置

付け、正確な記載に努め、期日に発刊
を致します。

目的：理事会、各委員会の活動や例会での卓
話、会長挨拶など情報を会員に広く知
らしめ、クラブに対する理解を深める
ことを目的とします。

内容：１．クラブ会報の発刊
正確な記載・期日発刊を旨とします。

２．広報活動



（6）（6）

（今週の担当　芹野　隆英）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

1月16日　クラブ協議会

重要なクラブ行事等、報道機関に
連絡します。

３．情報発信
クラブの公式ホームページの新年
度更新の準備をします。

■国際奉仕委員会
委員長　田中丸善弥君

□国際青少年計画委員会
委員長　　藤井　　隆
副委員長　黒木　政純
委員　　　安福鴻之助

【上期事業報告】
今年度は受け入れ、派遣ともになく、過年

度の総括と次年度への準備の年としていたが、
上期は具体的活動なく、下期に積み残してい
る。次年度は受け入れか派遣を検討すべきで
はないかと思う。

□財団奨学・米山委員会
委員長　　円田　　昭
副委員長　溝口　尚則
委員　　　武井　洋一、松尾　文隆

【上期事業報告】
●ロータリー財団への寄付
7月24日 大神　邦明君 ＄1,000

●米山記念奨学会への寄付
7月24日 大神　邦明君 ￥100,000
12月19日 梅村　良輔君 ￥100,000

【下期事業計画】
活動報告書の通りです。

□世界社会奉仕委員会
委員長　　曽我　勝宣
副委員長　闍口　純一
委員　　　井手　弘和

【上期事業報告】
〈事業内容〉
従来からの継続で、姉妹クラブである台南

ロータリークラブ、ラホヤロータリークラブ
に「週報」、「ロータリーの友」を送付した。

〈特記事項〉
１．米山記念奨学生で、台湾高雄出身の長崎
県立大学生 林欣儀さんが台南ロータリーク
ラブ例会訪問した。その内容につき10月10
日の例会にて卓話し報告。
２．10月、アメリカ南カリフォルニアの森林
火災により起きた大災害は、サンディエゴ
近郊にもその被害は及び、ラホヤRCに対し
田中丸善弥大委員長は即刻行動し、ラホヤ
RC  デイビス・クラクロフト会長にお見舞い
状を届け、その被害状況の把握に努力した。
又、その救援活動につき佐世保ロータリー
クラブとして現在検討中である。

【下期事業計画】
上期に続き、田中丸善弥国際奉仕大委員長

のご指導を仰ぎながら、委員会事業を推進し
たい。

〈事業内容〉
１．上期と同様、姉妹クラブである台南ロー
タリークラブ、ラホヤロータリークラブへ
の「週報」、「ロータリーの友」の送付。
２．10月に起きた南カリフォルニア大火災は
ラホヤRCのサンディエゴでも大惨事となっ
た。この大惨事に、当クラブとしても何か
力になりたいということで田中丸大委員長
が率先行動し、現在理事会にてその方法等
を検討中である。


