
会長　遠田　公夫君
いよいよ、この1年もエピローグを迎えま

した。在任中の事業の総括につきましては、
後ほどクラブ協議会で報告致しますが、まず
は皆様のこの1年、至らぬ私へのご支援、ご
協力に心より感謝申しあげます。
一方で、昨年の船出早々のサブプライムロ
ーンに端を発したリーマンショックは、我々
の辞書にはない経済大事件でした。当初は、
対岸の火事程度の認識で、まさかアメリカ発
の経済破綻が日本の地方都市にまで及ぶとは
夢にも思わず、その後の想像を絶する経済悪
化に、時代の大きな「うねり」を体感した1
年でもありました。
しかし、経済人として、またロータリアン
としても、この大きな環境の変化に、自ら細
胞分裂を加速させ、環境適合型の生物に変貌
しないと太古の恐竜と同じ運命を辿る、と学
習した1年でもあります。2008-2009年の佐世
保RCは、こうした嵐に翻弄されながらも、
どうやら着岸の準備に入りました。最後に、
昨日ネット上で、面白川柳、ロータリーとい
うキーワードで検索した所、昨年11月26日の
クラブ週報を発見、「大掃除　混ぜるな危険
嫁姑」の下りが検索1ページ目に掲載されて
おりました事、報告致し挨拶とします。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
福岡西RC 富永　雅也君
○ゲスト
長崎国際大学RAC
幹事　小堀　園恵さん
チュ チャンファン君
キム ヒョンミン君

幹事　木村　公康君
１．第2740地区2009-2010年度
第5グループガバナー補佐 西尾　弘毅君
ガバナー補佐訪問のお願い

期日／平成21年7月22日貉 12 : 30～
内容／12 : 30～12 : 45 例会

12 : 45～13 : 20
クラブ協議会（委員会報告）
13 : 20～13 : 30 補佐卓話

２．第2740地区ガバナーエレクト
高城　昭紀君

地区クラブ奉仕統括委員長 駒井　英基君
クラブ奉仕部門研修セミナー開催について
日時／平成21年7月11日貍

13 : 30～受付　　14 : 00  開会
17 : 00  閉会

場所／武雄センチュリーホテル
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幹 事 報 告

2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
2008～2009年度  R.I.会長 李東建（韓国 ソウル漢江RC） 
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３．長崎国際大学RAC
幹事　二宮　彩花さん

2008-2009年度ローターアクト第27会年次大会
報告

４．佐世保市海の日協賛会
会長　朝長　則男様

海をきれいに“ビーチ・クリーンアップ”

への参加ご協力について（お願い）

日時／平成21年7月20日（祝・月）
※雨天決行
8:30 集合　9:00～清掃活動

実施場所／①鹿子前地区（西海パールシー、
鹿子前海水浴場）

※西海パールシー内駐車場は【有料】に
変更されています。

②俵ヶ浦地区（俵ヶ浦漁港、白
浜海水浴場）

■ローターアクト委員会
委員長　増本　一也君

長崎国際大学RACに6名の入会があり、13
名になりました。
三川内陶芸教室参加の報告、及び交代式

（7月4日）のご案内

出席委員会　加藤　陽一君
○永年会員表彰
武井　洋一君（43年）

○出席100％表彰
松本　英介君（34回）
大神　邦明君（24回）
加納洋二郎君（11回）
中川内眞三君（8回）
芹野　隆英君（5回）

玉井　　晃君
長い間お世話になりました。
ありがとうございました。

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君

譟白十字会理事長（福岡西RC）
富永　雅也君
メークアップさせて頂きます。

遠田　公夫会長
毎例会、最後までニコニコ致します。

玉井　　晃君
この度、退会させていただくこととなりま
した。長い間お世話になりました。ありがと
うございました。
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ニコニコボックス

委 員 会 報 告

慶　　　祝

退 会 挨 拶



（3）

飯田　満治君
この度、はからずも佐世保コンベンション
協会理事長の大役をおおせつかりました。
大変厳しい時代ですが、佐世保の観光のた
めに一所懸命働きますので、ご支援をよろし
くお願い致します。

遠田　公夫会長、木村　公康幹事
松尾　文隆副幹事、円田　　昭君
古賀　　巖君、友廣　慎吾君
福田　金治君、井手　孝邦君
田川　邦男君、中川内眞三君
富永　雅弘君、橘F 克和君
円田　三郎君、中島　祥一君
有薗　良太君、松本　英介君
米倉洋一郎君、中村　徳裕君
金氏嘉一郎君、増本　一也君
平尾　幸一君、石井　正剛君
飯田満治さん、コンベンション協会理事長

就任おめでとうございます。佐世保の観光活
性化への尽力よろしくお願い致します。

長島　　正君、中島　祥一君
藤井　隆会員のMR会長就任おめでとうご

ざいます。

増本　一也君
当クラブの幸良秋夫さんに、6月10日のロ

ーターアクト例会の講師をして頂きました。
大変ありがとうございました。新しい裁判員
制度の話がメインでしたが、まだ結婚もして
いない彼女達が、離婚後の養育費の話は大変
為になったと言っておりました。
来年度は、皆さんにローターアクトの例会
で卓話をお願いする事があるかもしれません
ので、よろしくお願い致します。

松本　英介君、中川内眞三君
出席100％表彰ありがとうございます。

■会長　遠田　公夫君
2008-2009年度は、初の韓国人

RI会長、李東建氏の指導のもと、
「夢をかたちに」というメインテ
ーマをクラブ運営の随所に散り
ばめる一方、もう一つのテーマである次代を
担う子ども達への視点も忘れず、大枠で以下
の通り報告致します。副会長や大委員長が報
告される部分は割愛させて頂きます。

蘰例会と親睦について
会長としては、ホテルマンらしく常にユー
モアを忘れず、とりわけ自作・他作を問わぬ
面白川柳を駆使した挨拶を心掛けた。会員の
笑顔とホームクラブ出席率上昇、加えてニコ
ニコへ100万円超のドネーションを頂き、感
謝に堪えない。また、会員の時間的な負担も
勘案し、観月会や観桜会など懇親会は夜の例
会と位置づけ、会員の親睦を深める為の夜の
炉辺会合例会も2回実施した。懇親会には出
来る限りの予算措置をして献立内容を吟味、
好評であった。また初めて映画「おくりびと」
鑑賞の映画例会を開催し、同伴夫人からも高
い評価を頂いた。

蘰例会と卓話について
体系的な人選が印象的で、始めは、海自、

陸自、米軍、海上保安部に始まる「国の安全」
をテーマにそれぞれの立場による卓話、後半
はロータリアンの最大の関心事である「健康」
をテーマに、それぞれ専門ドクターによる卓
話で、ロータリーらしい、ロータリーにしか
出来ない人選と創意工夫に敬意を表したい。
厳選された卓話への期待もホームクラブ出席
率上昇に寄与したと思われる。

蘰国際交流・姉妹ロータリーについて
青少年の国際交流は実施しなかったが、姉
妹締結をしている台南RCが創立55周年の節
目の年を迎えた為、1月早々、会員14名で3泊

ニコニコボックス 本日合計 41,000円

累　　計 1,067,000円

◇



（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
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＊次回例会予告＊

24日　クラブ協議会
（加納クラブ奉仕委員長、芹野新世代
担当、川冨国際奉仕委員長）

4日の訪問団を結成し、記念式典・懇親会・
記念ゴルフに参加、大歓迎を受けた。合わせ
て永年両クラブの交流に貢献頂いた台南RC
鄭松根（Matsu）前会長の墓参に行き、台湾
式の仏前参りを体験、遺族はもとより、台南
RC会員に感謝された。

蘰ローターアクトについて
メンバーが総入れ替えの中、これまでの低
迷が嘘のように活発な活動を頂いた。担当委
員長の指導力に感謝。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■副会長
長島　　正君

■職業奉仕委員長
円田　　昭君

■社会奉仕委員長
田川　邦男君

詳細は後日、クラブ活動報告書に記載され
ます。


