
会長　橘F 克和君
佐世保ロータリークラブ2009～

2010年度会長を拝命し、改めま
して責任の重さを感じておりま
す。伝統あるクラブの会長とし
て、恥じないように行動し、皆
様のご支援をいただきながら責任を果たすつ
もりです。どうぞよろしくお願いいたします。

●RIテーマ・地区のテーマ

「ロータリーの未来はあなたの手に」
ロータリーの進路を決めるのは、あなた

自身の日頃の行動です。
テーマにありますように、ロータリーは全
てのロータリアンで作り上げるものです。
積極的に参加して初めてロータリーの良さ
も感じる事ができるので、機会を作って参加
しましょう。

「安全な水の確保」「保健と飢餓救済」「識
字率向上」が大きなテーマ。
我々もこの事を理解して、心理的、また実
際的に支援していきましょう。

●クラブ方針
ロータリーの組織は異業種の方々、年代の
相違など色々な皆さんの集まりです。
その中で、自己修養の場にもなりますので、
多くの方に出席いただくようにする。
そのためにも、例会などに工夫を凝らして、
楽しい例会に行ってみたいと思えるクラブに
したい。

会員同士の交流を更に深めて、クラブ内部の
充実を図る
例会場の配置などで工夫を凝らして多くの
交流の場を作る。
◆プログラム委員会　円田　昭委員長を中心
に企画をお願いする。
◆なかなか話す機会がない会員同士もいらっ
しゃいますので、例会席も工夫をしてもら
って、１月１回を目途に抽選によって着席
してもらう。

【理事会報告】
●ニコニコボックス会計よりの支出について
前年度ニコニコボックス会計に繰入れた

金額のうち、30％を上限として、必要に応
じてクラブが行う奉仕活動に支出できるも
のとする。

●支払いの手順について（細則第13条第2節）
全ての勘定書は役員2名の署名する伝票に
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



基づき会計より支払われるものとし、小額支
払いのための手許現金は5万円までとする。
本クラブのすべての会計事務については

毎年１回、本クラブの任命する監事によっ
て全面的な監査が行われなければならない。

●職務の代行について
１．会長不在の場合は、副会長が会長の職務
を代行する。

２．会長、副会長不在の場合は、直前会長が
会長の職務を代行する。

３．会長、副会長、直前会長が不在の場合は
大委員長が会長の職務を代行する。
※順序：クラブ奉仕委員長、職業奉仕委員長、

社会奉仕委員長、国際奉仕委員長
４．幹事不在の場合は、副幹事が幹事の職務
を代行する。

５．幹事、副幹事が不在の場合は、ＳＡＡが
幹事の職務を代行する。

●名誉会員について
海上自衛隊佐世保地方総監部
総　監　加藤　　保

米海軍佐世保基地
司令官　フランシスコ　ザヴィエル　マーティン

陸上自衛隊第3教育団
団　長　宮本　修一

●市内クラブのビジターフィーについて
市内クラブ　　　　2,500円
HTB佐世保クラブ　3,000円

●市内クラブ共催事業の担当について
１．障害者雇用優良事業所及び優良障害者従
業員表彰
ハウステンボス佐世保RC

２．ガバナー公式訪問歓迎会
佐世保RC

３．市内8RC合同親睦ゴルフ大会
佐世保南RC

●全例会を禁煙例会とする

●観桜例会・観月例会は会費制とする

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
佐世保南RC 川原　正寛君

幹事　石井　正剛君
１．国際ロータリー
「The Rotarian 誌 7月号」が届いております。

２．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君
事務局長　坂下　博康君

感謝状の送付

米山功労者第17回メジャードナー
福田　金治君

米山功労者第1回　 幸良　秋夫君

３．第30回RYLA ホストクラブ大村北RC
会長　西田　　猛君

実行委員長　音成　征彦君
第30回RYLA報告書送付について

４．第2740地区2008～2009年度
ローターアクト代表　辻　　祐介君

佐賀ローターアクトクラブ
会長　高橋　佑輔君

第27回年次大会実行委員長
久保明日美さん

第27回年次大会　活動報告書

５．日本赤十字社長崎県支部
支部長　金子原二郎様

赤十字活動お礼状

６．西海学園高等学校 校長 菅沼宏比古様
西海学園創立84周年記念
第47回西海珠算選手権大会終了について
（お礼）
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高橋　理一君
昭和23年10月10日生（60歳）
神奈川県出身
佐世保日本無線㈱代表取締社長
カウンセラー：福田金治君

昭和47年に防衛大学校を卒業後、海上自衛
隊に入隊、平成16年7月に海上自衛隊を退職
され、現在は小佐々町にあります佐世保日本
無線株式会社の代表取締社長をされておりま
す。現在は奥様と二人で三浦町にお住まいで
す。趣味は「テニス」「水泳」「登山」など。

■親睦活動委員会　委員長　古賀　　巖君
先日の役員交代式のお礼

前年度幹事　円田　浩司君
無事決算終了いたしました。

親睦活動委員会　米倉洋一郎君
佐世保南RC 圓田　　治君
橘闍会長就任をお祝いし、ご活躍をご祈念
申しあげます。

佐世保南RC 川原　正寛君
橘闍新会長、おめでとうございます。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事
１年間よろしくお願いします。

山下　　登君
橘闍新会長最初の例会です。幹事、副幹事
ともどもこれから1年間ご苦労さまです。

高橋　理一君
本日から佐世保ロータリークラブに入会さ
せていただきました。よろしくお願いします。

増本　一也君、才木　邦夫君
斉藤　宏隆君、池田　　誠君
出席委員会です。本年度1年、“清く、正し
く、美しく”をテーマに頑張りますので、皆
様のご協力よろしくお願いします。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事、福田　金治君
中川内眞三君、円田　三郎君
本日入会されました佐世保日本無線㈱社長
高橋理一会員を歓迎致します。

古賀　　巖委員長、米倉洋一郎副委員長
富永　雅弘クラブ奉仕委員長
親睦活動委員会で、今年1年間一生懸命が
んばりますので、ご協力よろしくお願い致し
ます。

福田　金治君
役員交代式記念ゴルフコンペで2位になり

ました。

F田　俊夫君
ホームクラブ出席100％表彰、有り難うご

ざいました。

三浦桂一郎君
先日は私共の為、ご出席頂きありがとうご
ざいました。お見苦しいところをお見せし、
失礼いたしました。

ニコニコボックス

委 員 会 報 告

新入会員　入会式

朗 遊 会 よ り

◇

ニコニコボックス 本日合計 23,000円
テーブルボックス 合　　計 43,000円

累　　計 66,000円



（今週の担当　芹野　隆英）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民
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会長挨拶
本日は、2009～2010年度の佐世保ロータリ

ークラブ役員交代式にあたり、名誉会員の海
上自衛隊佐世保地方総監　加藤　保様をはじ
め、会員の皆様、そしてご夫人の方々等、多
くの方々にご出席いただきましてありがとう
ございました。
先ほど恒例のバッジと鐘の受け渡しを終了

し、まさに身の引き締まる思いと、緊張感で
いっぱいです。遠田会長・長島副会長・木村
幹事・松尾副幹事、そして理事・役員の皆様、
1年間大変ご苦労様でした。心よりお労いいた
します。
さて、今年度のRIのテーマは「ロータリー

の未来はあなたの手に」であります。ガンジ
ーの言葉に「未来は、私たちが現在成すこと
によって決まる」があります。
RI・地区の方針に則り、伝統ある佐世保ロ

ータリークラブを更なる発展へ繋がるように
理事・役員一同で一意専心で行動する所存で
す。しなしながら、私ども執行部はパスト会
長をはじめ、一部の方を除けば不慣れな経験
浅い方が大半です。先輩諸氏のご指導ご鞭撻
をいただきながらクラブ運営をいたしますの
で、よろしくお願い申しあげます。
本年度は特に大きな事業、また周年行事は

ありませんが、来年度は創立60周年を迎える
事になります。その意味でもクラブ内の充実
を図るということで、更なる親睦と友情を深
める場をつくっていきたいと思っております。
そして皆さん共々ロータリー生活を楽しみた
いと思っております。
重ねてのお願いでありますが、どうか皆様

の温かいご支援をいただきますようにお願い
して私の挨拶とします。どうぞよろしくお願
いいたします。

役員交代式 
記念懇親会 ■クラブ奉仕委員長

富永　雅弘君

■F田　俊夫副会長

■職業奉仕委員長
田中丸善弥君

詳細は、クラブ活動報告書に記載されてい
ます。

＊次回例会予告＊

7月8日　クラブ協議会
西村正一郎社会奉仕委員長
有薗　良太新世代担当理事
中川内眞三国際奉仕委員長
会計



役員交代式・記念懇親会  
とき：平成21年6月27日貍　　　ところ：玉 屋 


