
会長　橘F 克和君
みなさん、改めまして新年明

けましておめでとうございます。
ご家族ともどもつつがない新年
をお迎えになられたことと存じ
ます。また今年もどうぞよろし
くお願いいたします。
昨年暮れの忘年家族会は129名のご出席を

いただき盛大に開催されましたこと、心より
感謝申しあげます。
さて、新年になりましても混沌とした状況
は続くようでございます。4日に開かれまし
た、佐世保市と商工会議所主催の新年賀詞交
換会で、朝長市長は3つのCをお話されまし
た。1つはチェンジ、2つはチャレンジ、3つ
はコミュニケーションです。ともかく変革を
求められている状況だと思います。
年末から年始にかけて「坂の上の雲」と大
河ドラマの「龍馬伝」がTVで放映されてお
りましたが、多くの方が見られたことと思い
ます。幕末から明治維新にかけての日本が歩
んだ歴史を学ぶ良い機会だと感じて見ており
ました。心して今年も臨んでいきたいと感じ
ております。
さて、本日11時より理事会が開催されまし
た。その報告をさせていただきます。

【理事会報告】

①千住　雅博会員の退会
2009.12.31付

②創立記念日例会の100％出席依頼の件
2010年2月24日貉 18:30より　玉屋

③ラホヤRC姉妹締結更新について
2010.1.1～2013.12.31

④セルフBOX使用について
NHK、心身障がい児育成協議会のみ承認
他は、そのつど理事会にて協議

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
2004-2005年地区交換学生
リヒャルド・ベンフィルド君
（ドイツ ハンブルク出身）

5年前、留学させていただいてから、日
本・佐世保のことをずっと忘れていません。
昨年の7月にまた日本に行って、まず3ヵ月の
インターンシップをして、今留学生として一
橋大学に通っています。卒業してからも仕事
の関係で日本で働く可能性は高いです。佐世
保で素晴らしい１年を過ごせて、中村、福田、
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田中、中村家族、佐世保ロータリークラブの
会員の皆さん、ありがたいです。

幹事　石井　正剛君

１．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君、他
年賀状が届いております。
台南ロータリークラブ
年賀カードが届いております。

２．国際ロータリー青少年活動コーディネーター
アナヒタ・ガボウシ氏

インターアクト奉仕プロジェクト資料のお
知らせ

３．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
ロータリー財団委員長 森永　　太君
地区補助金振り込みのお知らせ

佐世保RC「翔く佐世保人」冊子申請分

４．長崎北ロータリークラブ
会長　戸北　悦生君

長崎北ローターアクトクラブ
会長　溝渕　英之君

創立40周年記念式典実行委員長
福嶋　　悠君

長崎北ローターアクトクラブ創立40周年記念

式典のご案内

テーマ『感謝』
日　時／平成22年1月30日貍

受付15:30・点鐘 16:00
場　所／平安閣サンプリエール

（長崎市元船町）
登録料／RAC 5,000円　RC 6,000円

５．大村ロータリークラブ
週報No.19～22

６．心身障がい児（者）育成協議会
会長　宮原　明夫様

協議会入会お礼状

〈作品展〉平成22年1月14日貅～17日豸
会場／島瀬美術センター

〈講演会〉平成22年1月29日貊
会場／西地区公民館

相澤雅文先生（京都教育大学付属特別支援
教育臨床実践センター）

■新世代担当理事 有薗　良太君
長崎国際大学RACクリスマス

例会報告

日時／平成21年12月16日貉
18:30 点鐘

場所／ハーバービュークラブ
参加者／大学 3名、RC  6名、RAC  11名
蘆上期事業報告
蘆次年度会長は松永夕加さん

■親睦活動委員会 委員長　古賀　　巖君
①12月19日の忘年家族会は、129
名の出席を頂き誠にありがと
うございました。心から感謝
申しあげます。

②長寿祝賀会の案内

③本日、テーブルの上にニコニコボックスを
置いておりますので、よろしくお願いいた
します。

雑誌委員会　委員長　安福鴻之助君
1月はロータリー理解推進月間
です。はたして、「ロータリーと
は何ぞや？」と、ロータリーの
友 1月号を読むことから考えて
みようと思いました。
左組み P.1「ジョン・ケニーRI会長メッセ

ージ」の中に、自分が選んだ道 の中見出し
に続き、私たちは皆、奉仕団体で奉仕するボ
ランティアです。とあり、私はおや？と思い
ました。
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私はそうではなく、以前から奉仕する者
（個人）が集まった団体がロータリーと教わ
ってきたように思ったからです。

P.4「ロータリーとは」 解説文にもロー
タリーとは、職業倫理を重んじる実業人、専
門職業人の集まりとありますし、P.4「ロー
タリーの綱領」第2 事業および専門職務の
道徳的水準を高めること　　―中略―　　
ロータリアン各自が業務を通じて社会に奉
仕するために、その業務を品位あらしめるこ
と…とあります。

P.6 ポール・ハリスの「合理的ロータリ
アニズム」
1911年1月に創刊された「ザ・ナショナル・

ロータリアン」に掲載された、6,000語にも及
ぶ随筆を読むという挑戦をしてみました。
途中すぐに眠くなった眼をこすりながら、

何とか最後まで読んでみると、結論は「寛容」
ということでしたが、これも意味深で、良く
判りませんでしたが…

ロータリアンには3種類に要約される考え
をもつ人々がいる。それは…
①ロータリーに商売を持ち込んではならない
と主張する 倫理則男君と同じ考えの人
②商売こそロータリーのすべてと信じる 商
売努君と同意見の人
③ロータリーとは、商売と公益活動および親
睦を合理的に混ぜ合わせたものであるとす
る 博愛均君と同じ考えの人

ただ、どのような主義といえども批判され
る運命にある。そして、「寛容」の一語にし
ばし耳を澄ませてみよう、と結論づけてあり
ます。
結局、寛容という言葉の意味が難しくて判
らないというのが私の結論でした。申し訳あ
りません！
どうぞ皆さんもチャレンジしてみてくださ
い。

親睦活動委員会　納所　佳民君

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事
あけましておめでとうございます。本年も
どうぞよろしくお願い致します。

山縣　義道君
12月に長崎県公安委員会委員に就任いたし
ました。責任の重さを痛感しています。

増本　一也君
昨年の忘年家族会でTVが当たりました。

嫁さんも大変大喜びで、私の株もお陰で上が
りました。本当に有り難うございました!!

増本　一也出席委員長
古賀　　巖親睦委員長
米倉洋一郎親睦副委員長
昨年末の家族会には、多数の方にご参加い
ただき大変ありがとうございました。また、
増本出席委員長においては、最高のクリスマ
スプレゼントをクラブより貰われましたの
で！
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■会長　橘F 克和君
昨年の6月27日に、前会長の遠田
さんより、会長職を引き継ぎまし
て、やっと半年が過ぎました。
ここまで、多少の失敗もありま

したが、無事にクラブの運営が出来ましたこ
とは、理事、役員および会員皆様方のご支援、
ご協力のお陰と感謝いたします。
まず、私が上半期の報告をさせていただき

ます。6月27日に役員交代式を行い、名誉会員
2名、会員56名、ご夫人20名のご参加で盛大に
開催されました。年度に入って直ぐの7月3日
には、佐世保学園意見発表会に青少年活動委
員長の幸良さんと参加し、表彰式と激励をさ
せていただきました。久しぶりに参加させて
もらいましたが、心が洗われた気がいたしま
した。
今年度の例会テーブルは丸テーブルにして、

会員同士の触れ合いの機会を増やすことに苦
心していただきました。月初めの第１例会で
当月の席テーブルを決めていただき、毎月変
わることにより友情を深めていただければと
意図するところです。
7月22日には、高城昭紀ガバナーをお迎えし

ての公式訪問例会を開催いたしました。伝統
的な事を含めての運営についてお褒めをいた
だいております。
10月7日に、観月例会を九十九島観光ホテル

で開催して、46名のご参加を頂き、生憎の天
気でしたが、看板月を愛でながらの楽しい例
会となりました。
11月18日には、新会員研修会を開催して、

福田パスト会長、山懸パスト会長、中島パス
ト会長に講師をしていただき、しっかり勉強
をしていただいております。
11月22日～24日に、姉妹クラブの台南RCを9
名で訪問し、姉妹クラブ締結更新をして参り
ました。台南RCの皆様の温かい歓迎振りには
感謝の気持ちで一杯です。
12月2日に、年次総会が開催されて、会長ノ

ミニーに梅村良輔さんが当選され、飯田会長

エレクトの新執行部の承認がされました。
12月19日は、上半期最大の行事である忘年

家族会が129名の参加者で開催されました。親
睦委員会の企画により大抽選会があって、大
いに盛り上がったと思います。
会員数ですが、スタート時点で73名、12月

31日付で77名です。増強について、今後も努
力を続けてまいります。
後半も役員・理事の皆様としっかりクラブ

運営をして参りますのでどうぞご協力の程、
よろしくお願いいたします。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■副会長　F田　俊夫君
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・
文献記録委員会を担当させていた
だきました。各委員会のメンバーの皆様のご
協力に感謝申しあげます。

□職業分類委員会
委員長　　副島　正義君
副委員長　長富　正博君
委員　　　山下　尚登君

【上期事業報告】
上期入会者
7月1日 高橋　理一君

佐世保日本無線㈱／電子機器整備

8月26日 原田　　孝君
九州電力㈱相浦発電所／発電

8月26日 闍木　友輔君
西部ガス㈱佐世保支店／ガス供給

8月26日 松本　由昭君
㈱十八銀行佐世保支店／商業銀行

9月30日 武田喜一郎君
NHK長崎放送局／公共放送

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】
1．地域内の職業分類を調査し、分類表を作成
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する。
2．充填、未充填職業分類一覧表を作成する。
3．会員の職業分類を再点検し、会員選考委員
会及び会員増強委員会と連携をとって、未
充填職業分類の充填に活用する。

4．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。

□会員増強委員会
委員長　　長島　　正君
副委員長　円田　三郎君
委員　　　武井　洋一君

【上期事業報告】
期首の会員数は73名でのスタートでありま

した。現在の会員数は78名であり、期首と比
較して5名の会員増強ができました。転勤等で
の新任者との交替で補充された事もあります。
上期入会者
7月1日 高橋　理一君
8月26日 原田　　孝君
8月26日 闍木　友輔君
8月26日 松本　由昭君
9月30日 武田喜一郎君

【下期事業計画】
年度末での会員を80名以上にする目標を引

き続き目指してまいりたい。

□文献記録委員会
委員長　　玉野　哲雄君
副委員長　梅村　良輔君

【上期事業報告】
1．ロータリーに関する必要文献を収集管理し、
クラブのために情報・資料を提供した。

2．今年度はクラブ定款・細則の改定がなかっ
たので、試案は作成しなかった。

【下期事業計画】
1．ロータリーに関する必要文献を収集管理し、
クラブのために情報資料を提供します。

2．クラブで作られた文献を収集整理し、クラ
ブの歴史の編纂に努力します。

□雑誌委員会
委員長　　安福鴻之助君
副委員長　東　陽三郎君

【上期事業報告】
委員長予定者が退会、転勤退会と2人相次ぎ、
ピンチヒッター的委員長となった為に、月初
めの3分間情報は、7、8月の2回が欠ける結果
となりました。
しかし、9月からは毎月ロータリーの友の記

事紹介を主として、例会に於いて3分間情報を
担当しました。

9月　「ロータリーの友 説明」、特にRI指
定記事について

10月 「職業奉仕月間」について
11月 「日本と台湾のロータリー親善会議」

について
12月 「家族月間」について

【下期事業計画】
1．上期と同様、毎月（なるべく）第1例会にお
いて、「ロータリーの友」の記事の中から
会員に伝えたいものを3分間情報として発
表します。

2．クラブの活動、或いは会員のエッセイなど
「ロータリーの友」へ投稿します。

□ロータリー情報委員会
委員長　　下田　弥吉君
副委員長　松本　英介君
委員　　　岡　　英樹君

【上期事業報告】
1．新会員入会予定者オリエンテーションについて
平成21年8月6日　11:00 於　東風
原田　　孝（九州電力㈱相浦発電所）
闍木　友輔（西部ガス㈱佐世保支店）
松本　由昭（㈱十八銀行佐世保支店）

2．3分間情報の実施について
平成21年7月8日
大連宣言選択の経緯：第70地区日本大
会について

担当 下田　弥吉
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平成21年9月30日
忘年交（ボウネンノマジワリ）

担当　松本　英介

3．新会員研修会並びに歓迎懇親会
平成21年8月6日　16:00～18:20

18:30 懇親会
於　レオプラザホテル

当日受講者　12名（受講対象者14名）
参加者合計　20名

講師　福田　金治会員
「佐世保RCの歴史」

講師　山縣　義道会員
「ロータリーについて（総論）」

講師　中島　祥一会員
「ロータリーの手ほどき」
「基本知識」

【下期事業計画】
1．3分間情報の実施について
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、上期同様3名の委
員が分担して発表する。

2．ロータリー入会予定者に対してオリエンテ
ーションを行う。

□出席委員会
委員長　　増本　一也君
副委員長　斉藤　宏隆君
委員　　　才木　邦夫君、池田　　誠君

高橋　理一君、原田　　孝君
闍木　友輔君、武田喜一郎君

【上期事業報告】
1．本年度スローガン『清く、正しく、美しく』
をひたすら言い続けた出席委員会でした
が、ホームクラブへの上半期の平均出席者
数は約65％の出席率となっています。
新入会員が月々増えてきている割に、出席
者数、出席率が低下していった事は私共の
反省点です。しかしながら、皆様のご協力
のお陰で出席100％は現在も継続出来てお
ります。

2．毎月第3例会時に、永年表彰及び出席100％
表彰を実施致しました。

3．委員会の開催：平成21年10月21日貉
※2月24日貉に迎える第59回目創立記念例会
を、全会員出席による100％出席例会に取
り組む為の準備委員会を開催しました。
橘闍会長、井上SAA委員長、富永クラブ奉
仕委員長にも参加して頂き、熱心な討議
がなされ、大変有意義な委員会だったと
思っております。

4．多くの新入会員の皆さんが本年度も入会さ
れ、出席委員会に配属されてこられました
が、夫々のメンバーの方々が熱心に活動を
して頂いたお陰で、スムーズな委員会運営
が出来ています。

【下期事業計画】
1．第59回創立記念例会（会員100％出席例会）
事業への取り組み
平成22年2月24日貉　18:30
玉屋7階（文化ホール）
次年度、佐世保ロータリークラブは創立

60周年を迎えます。今年度の第59回創立記
念例会を会員全員での100％出席例会とする
事で、お祝いが出来れば60周年事業に向け
ての大きな弾みになるのではないかと考え
ている次第です。
私共出席委員会を始めSAA、親睦委員会、

例会委員会等とも連携をとりながら、この出
席100％例会を是非成功させる所存ですので、
皆様のご協力をよろしくお願い致します。
2．ホームクラブの出席率を高め、欠席された
方にはメークアップをして頂き、出席率
100％を維持していく様に努めます。

3．例会での出席者の確認及び出席率の算出と
発表を実施します。

4．毎月第3週の例会にて、永年在籍表彰と出
席100％の表彰を実施します。

□親睦活動委員会
委員長　　古賀　　巖君
副委員長　米倉洋一郎君
委員　　　田中　信孝君、納所　佳民君

小川　芳寛君、高橋　理一君
松本　由昭君、武田喜一郎君　
原田　　孝君
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【上期事業報告】
親睦委員会では、SAA、出席委員会と協調体
制を取り、例会等への参加が楽しくなるよう
な雰囲気づくりに努めました。さらに、例会、
親睦会を通じて会員相互の親睦が、より活発
になるよう努力しております。予定の3行事に
ついても、滞りなく実施できました。

〔例会〕
SAA・出席委員会と協力して楽しい和やかな
例会になるように努めました。
・ビジターの登録受付及び案内
・ニコニコボックスの受付及び発表
・第2回例会にて誕生日祝いを行い、記念品
を渡しております。
・第4回例会にて結婚記念月祝いを行い、お
祝いの品を自宅に送っております。
・慶弔連絡網を構築し、速やかな連絡をと
るようにしております。

〔行事〕
役員交代式並びに記念懇親会
日　時／平成21年6月27日貍
会　場／佐世保玉屋
出席者／合計85名

観月会
日　時／平成21年10月7日貉
会　場／九十九島観光ホテル
出席者／合計49名

新会員研修会・歓迎懇親会
日　時／平成21年11月15日
会　場／レオプラザホテル
出席者／合計43名

忘年家族会
日　時／平成21年12月19日貍
会　場／佐世保玉屋7階文化ホール
出席者／129名

【下期事業計画】
引き続き下期も、親睦委員会では、SAA、出
席委員会と協調体制を取り、例会等への参加
が楽しくなるような雰囲気づくりに努めます。

さらに、例会、親睦会を通じて会員相互の親睦
が、より活発になるよう努力してまいります。

〔例会〕
SAA・出席委員会と協力して楽しい和やかな
例会になるように努めます。
・ビジターの登録受付及び案内
・ニコニコボックスの受付及び発表
・第2回例会にて誕生日祝いを行い、記念品
を渡します。
・第4回例会にて結婚記念月祝いを行い、お
祝いの品を自宅へ送ります。
・慶弔連絡網を構築し、速やかな連絡をと
ります。

〔行事〕
長寿祈願並びに祝賀会
日時／平成22年2月3日貉

祈願祭11:00 祝賀会 18:30～
会場／祈願祭：亀山八幡宮　

祝賀会：富士国際ホテル
賀寿者：5名

観桜例会
日時／平成22年4月7日貉　18:30～
会場／アイトワ

□例会委員会
委員長　　松尾　文隆君
副委員長　菅沼宏比古君
委員　　　井手　常博君

【上期事業報告】
上期22回の例会運営を井上SAAを中心に3名

の例会委員会メンバーで担当してきました。
会員相互のより一層の融和を図る為、丸テ

ーブル及び、月1回抽選により席を決めて行い
ました。

【下期事業計画】
引き続き、下期25回の例会運営を井上SAAを
中心に3名の例会委員会メンバーで担当してま
いります。
2月24日の創立記念日例会を夜の例会で行い

ます。
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（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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＊次回例会予告＊

クラブ協議会
職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、
新世代担当、国際奉仕委員長、会計

□プログラム委員会
委員長　　円田　　昭君
副委員長　才木　邦夫君
委員　　　加藤　陽一君、田中　龍治君

【上期事業報告】
上期は奉仕部門の強調月間に対応しながら、

また季節を考え、卓話者の方々にご協力頂き
ました。

【下期事業計画】
下期もロータリー強調月間に対応しながら、

それぞれの委員会と協調し卓話者を選定し、有
意義かつ楽しいプログラムとなるように努力を
致します。皆様のご協力をお願いいたします。

□クラブ会報委員会
委員長　　芹野　隆英君
副委員長　平尾　幸一君
委員　　　納所　佳民君、小川　芳寛君

池田　　誠君

【上期事業報告】
例会の議事録であるという事に重きをおき、

なるべく正確な記載を心がけた。写真につい
ては、発表者の顔写真だけでなく、慶祝時の
集合写真等も数多く掲載するようにした。
委員会活動的には当番制を用い、委員会メ

ンバーそれぞれが役割を持つことにより、連
帯感を生む事ができた。

【下期事業計画】
上期同様、正確な記載とわかりやすい記述

に努め、多くのクラブ情報を週報を通じて会
員の皆さんに届けることで、クラブ奉仕に努
めて参りたい。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■クラブ奉仕委員会
委員長　富永　雅弘君

各委員会共、会長方針である会
員の交流重視、例会重視を念頭に
新たな試みや、様々な工夫を施しながら、活
動を行っております。
会員の皆様のご助言、ご協力を今後とも宜

しくお願いいたします。


