
会長　遠田　公夫君
新年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？
昔は、正月は、コマ遊び、双六、

凧揚げなど、家族や友達と遊び、
喜んだり、落ち込んだり、悔しがったりして、
人生を学ぶことが多かったのですが、最近は、
遊びの種類も随分と様変わりしています。これ
でいいのか、と疑問に思う事が多い正月でした。
それでは、正月にちなんだ川柳をお届けし

ます。「年末の　掃除疲れで　寝正月！」これ
は私の正月パターンです。次は、ある家庭の
風景です。「座ってる　妻の姿は　鏡もち」、
これは思っていても家庭では禁句です。鏡餅
といえば、我が家では、うかつにも犬の届く
場所に置いた鏡餅が、正月早々、玄関に散乱、
スルメだけが行方不明になりました。知らぬ
存ぜぬの5匹の中の犯人捜しに一悶着でした。
最後に、正月の子ども達にちなんだ1句です。
「お正月　お世辞で稼ぐ　お年玉」。私も「若
くなったみたい、元気一杯で安心しました、
おじちゃんワンコ可愛い」などと親子で褒め
ちぎりに、つい財布の紐が緩くなりました。
次に台南RC55周年式典に今週10日より訪問

いたします。只今より、訪問団を紹介致しま
すので、正面にご起立願います。世界社会奉
仕委員の安部さんを中心に元気で行って参り
ます。再来年の私共の60周年のPRもして参り

ます。
さて、本日と来週はクラブ協議会でござい

ます。半年の事業報告がそれぞれの大委員長
よりされますので、何卒よろしくお願い致し
ます。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」

幹事　木村　公康君
１．台南ロータリークラブ
第2740地区　鈴木　泰彦ガバナー　他
年賀状が届いております。

２．第2740地区ガバナー 鈴木　泰彦君
①会員増強のお願いについて
②財団寄付のお願い
１人当たり100ドル
新ポリオプラス募金 1クラブ1,000ドル
③第100回国際大会について
地区より旅程企画
④地区大会事務局
12月26日閉鎖のお知らせ

３．佐世保心身障がい児（者）育成協議会
会長　宮原　明夫様

入会お礼状
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■親睦活動委員会
クラブ奉仕委員長　加納洋二郎君

長寿祈願祭・祝賀会のご案内
日　時／平成21年1月21日貉
〔祈 願 祭〕11:00 亀山八幡宮（八幡町）

記念写真
〔通常例会〕12:30 玉屋8階
〔祝 賀 会〕18:30 アイトワ

（福石町TEL 32-8118）
※祈願祭や祝賀会だけの出席でも構いません。

会　費／出席者（記念品代込）12,000円
（当日会場で頂きます）

欠席者（記念品代）4,000円

多数の会員の方のご出席をお願い致します。

■ローターアクト委員会 三浦桂一郎君
長崎国際ローターアクトクラブの例会場が

変更となりました。新しい例会場は、ハウス
テンボスJR全日空ホテルです。会員の田中
龍治さんのおかげです。これからも多くのオ
ブザーバー出席をお願いします。

■世界社会奉仕委員会 梅村　良輔君
台南ロータリークラブ訪問のご案内

親睦活動委員会　池田　　誠君
遠田　公夫会長、木村　公康幹事
松尾　文隆副幹事
新年あけましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。

鬼木　和夫君
本年もよろしくお願いします。
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委 員 会 報 告

ニコニコボックス 本日合計 5,000円

累　　計 556,000円

◇

ニコニコボックス

■クラブ奉仕委員会
委員長　加納洋二郎君

□出席委員会

委員長　　田中　信孝君
副委員長　平尾　幸一君
委員　　　鐡富　誠也君、武田喜一郎君

児玉　孝雄君、斉藤　宏隆君
納所　佳民君、小川　芳寛君
加藤　陽一君、池田　　誠君

【上期事業報告】

藺親睦活動委員会とともに例会の楽しい雰囲
気づくり
藺従来どおりの永年勤続と100％出席の表彰
の実施
藺欠席者のメークアップ奨励
藺新会員には努めて会員の把握が早く出来る
ように努める

【下期事業計画】

上期に引き続き、例会の雰囲気づくりに努
める。また、会合の出席の必要性を伝える努
力を行って、出席率を向上させたい。

□親睦活動委員会

委員長　　菅沼宏比古君
副委員長　松尾　慶一君
委員　　　児玉　孝雄君、幸良　秋夫君

斉藤　宏隆君、武田喜一郎君
才木　邦夫君、納所　佳民君
鬼木　和夫君、加藤　陽一君
池田　　誠君、小川　芳寛君

【上期事業報告】

役員交代式
6月28日 佐世保玉屋文化ホール

参加総数　77名



（炉辺会合例会
8月20日 佐世保玉屋例会場）
観月例会
9月24日 富士国際ホテル屋上

参加総数　60名
新会員歓迎懇親会
11月12日レオプラザホテル

参加総数　44名
忘年家族会
12月13日佐世保玉屋文化ホール

総参加数　100名

その他例年どおり例会時に
誕生祝（飲料のプレゼント）自宅発送
結婚記念品（季節の果物）自宅発送
ニコニコボックス運営
11月26日現在 471,000円

【下期事業計画】

長寿祈願祭並びに祝賀会
1月21日 亀山八幡宮、アイトワにて
炉辺会合例会
2月25日 佐世保玉屋例会会場
観桜例会
4月8日 場所未定　実施予定

引き続きSAA出席委員会と協調体制をとっ
て交流の活発化を目指したい。

□例会委員会
委員長　　友廣　慎吾君
副委員長　佐保　　榮君
委員　　　幸良　秋夫君

【上期事業報告】

年間例会数45回のうち　24回の例会を終
了。
米倉SAAまた出席・親睦委員会とともに例
会運営の充実を目指した。
8月20日は炉辺会合を実施、通常例会とは

違った雰囲気での会員間の交流が行えた。
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【下期事業計画】

引き続き、米倉SAA、出席委員会・親睦委
員会の協力を頂きながら下期21回の例会を担
当。上期同様楽しく有意義な例会づくりを目
指す。
炉辺会合は2月25日例会にて行う予定。

□プログラム委員会

委員長　　中川内眞三君
副委員長　西村正一郎君
委員　　　安福鴻之助君、玉井　　晃君　

【上期事業報告】

今年度は例会卓話者の選出を各委員会毎に
お願いした結果、非常に充実した内容の例会
を行うことが出来た。
上期は例会総回数24回に対して委員会推薦
卓話者12名をお願い出来た。
また会員卓話者8名に引き受けて戴いた。
また外部卓話者のうち4名が外国の方で国

際性、また教育、国防、青少年育成、文化交
流、地域経済、健康関連など多岐にわたって
実施出来た。

【下期事業計画】

下期も引き続き担当委員会の紹介者を中心
に実施していきたい。
下期例会総数21回のうち卓話必要例会15回
あり、委員会紹介卓話8回を予定。
今後も会員のご意見、要望等取り入れなが
ら充実した卓話タイムに出来るよう努める。
ご協力願います。

□クラブ会報委員会

委員長　　闍田　俊夫君
副委員長　円田　浩司君
委員　　　田中　龍治君、原口　増穂君

才木　邦夫君

【上期事業報告】

今年度クラブ会報は　発表の場の多い新入
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【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には英文の「ロータリーの友」を
贈呈しました。
４．新会員に月に一度「ロータリー3分間情
報」をお願いしました。

【下期事業計画】

上期に引き続き下期も委員会事業を継続し
てまいります。

□会員増強委員会

委員長　　古賀　　巖君
副委員長　玉野　哲夫君
委員　　　池田　　豊君

【上期活動報告】

各地ロータリークラブ会員数の減少が続い
ている中、会員増強の情報を集めました。
8月は、会員増強月間にあたり、新情報の

提供をお願いしました。結果、上期の会員の
入会状況は以下の通りです。（敬称略）

〔入会者〕
Ｈ.20年8月6日 加藤　陽一君

佐世保重工業㈱　造船
8月6日 池田　　誠君

NTT西日本-九州佐世保支店
電話事業

8月6日 小川　芳寛君
東京海上日動火災保険㈱佐世保支社長
火災保険

退会者はおられません。

会員の顔写真を出来るだけ掲載することを心
がけた。また卓話者の原稿は割愛することな
く掲載することに努めた。
上期前半、遠田会長の挨拶が長めだったの
に対して、地区大会以降短くなってきた傾向
が伺える。

【下期事業計画】

上期同様、週報を通じてクラブの情報発信
源となることに努め、会員交流の活性を図り
たい。
以上、クラブ奉仕委員会の4委員会は、会

員の重複も多く、また“内なる奉仕活動部門”
でなにかと実務の多い委員会ですが、新会員
の皆さんに実に献身的に動いていただき、そ
れぞれの委員会からの報告にもありますよう
に、連帯感をもって活動致しております。
下期も同様に、会員一同の連帯感で会員自
覚と奉仕の精神をもって盛りあげていければ
と思います。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

副会長　長島　正君

皆様こんにちは、長島で御座
います。
クラブ奉仕委員会の中の雑誌委員会・会員
増強委員会・職業分類委員会・ロータリー情
報委員会・文献記録委員会の5つの委員会を
担当させて頂いています。新会員の増強、ロ
ータリー活動に関する情報の取りまとめと提
供・伝達・記録を5つの委員会と連携をとり
ながら進めてきました。
下期におきましても各委員会と協力し合い
ながら、事業計画を進めて参りたいと思って
います。

□雑誌委員会

委員長　　金氏嘉一郎君
副委員長　曽我　勝宣君
委員　　　平尾　幸一君
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期首78名、11月27日現在81名です。

新規情報による会員候補については、数名
直接お会いしましたが、入会手続きに至って
おりません。

【下期事業計画】

下期については、さらなる働きかけと、当
佐世保ロータリークラブの会員の皆様に広く
ご支援を頂きながら、情報収集に努めて参り
ます。

□職業分類委員会

委員長　　長富　正博君
副委員長　副島　正義君
委員　　　闍橋　章文君

【上期事業報告】

今年度入会者
8月6日 加藤　陽一君

佐世保重工業㈱　造船
8月6日 池田　　誠君

NTT西日本-九州佐世保支店
電話事業

8月6日　小川　芳寛君
東京海上日動火災保険㈱佐世保支社
火災保険

上記の方々につき資格要件を審査して、理
事会にその可否を報告。

【下期事業計画】

会員増強の見地から、地域社会のいろいろ
な職種のうち、未だ満たされていない分類の
会員開拓を推進する。
会員候補者の業種の職業分類がないとき

は、新しい分類を作成することも検討する。

□ロータリー情報委員会

委員長　　松本　英介君
副委員長　黒木　政純君
委員　　　下田　弥吉君

【上期事業報告】

１．三分間情報の実施について
（1）7月23日「ガバナー任務と温故改新」

担当　松本英介
（2）8月27日「ロータリーの歯車の歩み」

担当　黒木政純

２．入会予定者に対するオリエンテーションに
ついて
7月14日セントラルホテルにおいて入会予

定者である
加藤　陽一君
（佐世保重工業株式会社専務取締役）
池田　　誠君
（NTT西日本九州佐世保支店長）
小川　芳寛君
（東京海上日動火災保険株式会社佐世保支社長）
の3氏に対して、オリエンテーションを実施し
た。

３．新会員研修会の案施について
11月12日 レオプラザホテル佐世保におい

て、新会員受講対象者総数12名中、9名
（75％）が出席して、新会員研修会を行った。

研修会の講師は次の3氏が担当した。
会員　円田　　昭君
会員　福田　金治君
会員　立石　徳雄君

【下期事業計画】

１．3分間情報の担当について
ロータリー情報委員会が担当する例会時に
おける3分間情報は、上期に続き3名の委員が
分担して発表していく。

２．指定卓話について
ロータリー情報委員会に指定された平成21
年1月中の卓話は、委員 黒木政純氏本人が実
施する予定である。
ただし演題は未定となっている。



□文献記録委員会

委員長　　田中丸善弥君
副委員長　立石　徳雄君
委員　　　岡　　英樹君

【上期事業報告】

１．必要文献の収集、管理を計画しましたが、
時間的、人的な制約もあり計画した通りに
出来ませんでした。

２．保管場所等についても検討しましたが、
現状のスペースを考慮すると無理なようで
す。

【下期事業計画】

１．当初計画した必要文献の収集、管理をや
りたい。

２．文献記録等の整理、保管場所、保管方法
等の検討を引き続き実施したいと考えてい
ます。

（今週の担当　原口　増穂）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

1月14日　　クラブ協議会
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