
会長　橘F 克和君
みなさんこんにちは。6月11日
より始まりましたサッカーの祭
典、南アフリカワールドカップも
はや終盤になりました。我が日
本は決勝リーグヘの進出をはじ
め、想像以上の活躍で国民の皆さんも大いに
喜び沸いているところです。私も前回を含め
て睡眠不足気味ですが、ある方に見なかった
非国民と言われますので頑張って応援しまし
た。結果は負けましたけど、良く頑張ってく
れたとの思いが強く残っています。今回のチ
ームを見ておりまして、どんな組織でも纏ま
りが如何に大事かということを学ばせて貰っ
たと思っております。
さて昨年の7月よりスタートしました今年

度も、はや46回目を迎えて本日で最後の例会
となりました。本当に皆様のご協力に心より
感謝をいたしております。スタート時は何か
と不安な部分がありましたが、遠田直前会長、
福田パスト会長そして山縣パスト会長にも
色々とアドバイスをいただき、何とかゴール
に届きそうです。ありがとうございます。
また私の下手な挨拶にもお付き合いいただ
きまして、皆さんありがとうございました。
お陰さまで、いつも皆さんに提供できる話題
はないかと、人様のお話や「ロータリーの友」

をくまなく見ることや、新聞・雑誌などを真
剣に読んでいる自分を感じ、やはり良い経験
をさせていただいたと思っております。
ロータリーと言いますとやはり、例会が一
番大事な集まりだと思いますが、裏方として
支えていただく委員会がSAA・出席・親睦の
各委員会です。特に新しくロータリーに入会
された新支店長の皆さんは、早く例会場に来
られて、セルフボックスの整理など、本当に
地道なバックアップをしていただきました。
多分、会社ではされない事が出来るのも、ロ
ータリーではなかったかと思っています。心
より感謝いたします。
さて、今日は先週に引き続きクラブ協議会
です。１年間の報告をさせていただきますの
で、どうぞ宜しくお願いいたします。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹事　石井　正剛君
１．国際ロータリー
国際ロータリー2010年度規定審議会決定報
告書
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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） 
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＊RC例会ご出席の場合はゲートにて「ロー
タリーです」とご申告ください。

７．提唱　佐世保東ロータリークラブ
会長　橋口　　正君

佐世保東ローターアクトクラブ
会長　西山　尚吾君

ローターアクト地区代表公式訪問例会のご

案内

日時／平成22年7月15日貅
点鐘20:00～　理事懇談会21:00～

会　場／国際運輸㈱
登録料／l,000円

８．提唱　長崎北ロータリークラブ
会長　谷村　博士君

長崎北ローターアクトクラブ
会長　山口　斉子さん

ローターアクト地区代表公式訪問例会の

ご案内

日　時／平成22年7月22日貅
点鐘19:30～
理事懇談会20:00～

会　場／平安閣サンプリエール
登録料／1,250円

９．日本赤十字社長崎県支部
支部長　中村　法道様

寄附へのお礼状

10．譛佐世保地域文化事業財団
理事長　深堀　寛治様

アルカスSASEBO情報誌「コンパス夏号」
送付のお知らせ

■次年度幹事 古賀　　巖君
○第2740地区第5・6グループ

ロータリークラブ会員研修会

のご案内

日時／平成22年7月22日貅
登録受付　15:00～16:00

２．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
R財団委員長 森永　　太君
2010～2011年度ロータリー財団地区補助金

決定のお知らせ

プロジェクト：佐世保学園意見発表会
補助金支給額：50,000円

３．2010～2011年度
第2740地区ガバナー 高原　武彦君
新世代統括委員長 北郷　雅子さん
新世代部門地区セミナー開催のご案内

日時／2010年8月8日豸
登録開始12:30～
セミナー13:00～16:30

会場／東彼杵町総合会館　教育センター
大会議室2階

出席者／クラブ新世代部門担当者

４．第2740地区2009～2010年度
ガバナー　高城　昭紀君

第2740地区2010～2011年度
ガバナー　高原　武彦君

2009～2011年度国際青少年交換委員長
瀬戸口智彦君

2011～2012年度国際青少年交換学生（派遣）

の募集について

地区締め切り／2010年9月15日必着
地区選考会／2010年9月26日豸　13:30～

有田ポーセリングパーク

５．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
ホストクラブ佐世保南ロータリークラブ

競技委員長　池田　敏章君
親睦ゴルフ大会収支報告書

余剰金14,010円は前例に倣い幹事クラブ
に入金

6．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
幹事　堀口　直人君

迎賓館横駐車場直接乗り入れ開始のお知

らせ

［開始日］2010年7月より
［乗り入れ口］ハウステンボスウエストゲート
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出席委員会　委員長　増本　一也君

○ホームクラブ100％出席

橘闍 克和会長
米倉洋一郎君
闍田　俊夫君
増本　一也君

親睦活動委員会　米倉洋一郎君

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事
無事１年間を務めさせていただきました

事、理事・役員・会員の皆様に感謝申しあげ
ます。

池田　　誠君
この度、NTTを退職することになりまし

た。佐世保ロータリークラブには2年間大変
お世話になり有り難うございました。再就職
は長崎で勤務することになりましたので、皆
様とはお会いする機会があると思います。今
後ともよろしくお願いします。

原田　　孝君
大変お世話になりました。引き続き松浦で
活動します（松浦RC入会予定）。7月22日の
会員研修会でお会いしましょう。
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研修会　　16:00～18:20
懇親会　　18:30～20:00

場所／九十九島観光ホテル
（佐世保市鹿子前町 TEL 0956-28-2111)

○役員交代式及び記念懇親会のご案内

日時／平成22年6月30日貉 18:30～
場所／玉屋8階
多数のご出席をお願い致します。

■次年度地域発展・人間尊重委員会
委員長　三浦桂一郎君

「ビーチクリーンアップ」のご案内

日時／7月19日（海の日・月）
午前8:30

場所／西海パールシー
多数のご参加をお願いします。

■今年度親睦活動委員会
委員長　古賀　　巖君

本日をもって、本年度の親睦活動委員会の
活動を終えることができました。１年間ニコ
ニコをはじめ、多大なご協力をいただきまし
たことを感謝申しあげます。ありがとうござ
いました。テーブルのニコニコボックスにお
願いします。

池田　　誠君
原田　　孝君

お世話になりました。

ニコニコボックス

慶　　　祝

退 会 挨 拶
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（今週の担当：芹野　隆英）
（カメラ担当：小川　芳寛）

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

安福鴻之助君
橘闍会長、見ていただいたでしょうか。昨
日の長崎新聞文化欄に、私の拙文を掲載して
いただきました。才木支社長ありがとうござ
いました。

社会奉仕委員長　西村正一郎君
今年もビーチクリーンアップや空き缶回収
キャンペーンにご参加、ご協力頂きありがと
うございました。
出席委員会　委員長　増本　一也君
出席委員会メンバー一同、１年間皆様に

はお世話になりました。ありがとうござい
ました。

幸良　秋夫君、加藤　陽一君
森　　信正君
結婚記念日のお祝いありがとうございま

す。

三浦桂一郎君
先週欠席の為、結婚記念日のニコニコしま
す。佐世保RC入会以来、初めて結婚記念日
のお祝いをいただき感激しました。

親睦活動委員会
委員長　古賀　　巖君
副委員長　米倉洋一郎君
１年間ご協力いただき、心から感謝いたし
ます。おかげさまで年度末を迎える事ができ
ました。

■職業奉仕委員長
田中丸善弥君

■社会奉仕委員長
西村正一郎君

■新世代理事
有薗　良太君

■国際奉仕委員長
中川内眞三君

詳細は後日、クラブ活動報告書に記載され
ます。

＊次回例会予告＊

クラブ協議会
藺会長
藺クラブ奉仕委員長
藺副会長
藺社会奉仕委員長

◇

ニコニコボックス 本日合計 18,000円
テーブルボックス 合　　計 34,000円

累　　計 953,000円



役員交代式・記念懇親会 
日時／2010年6月30日貉　18:30～　　場所／玉屋 


