
会長　飯田　満治君

いよいよ今日から佐世保ロー
タリークラブ新年度のスタート
です。どうぞよろしくお願いし
ます。
今年の7月は1日が木曜日でしたので、わた
したちの水曜クラブの例会が佐世保市内では
一番最後の第１回例会です。おかげで七夕の
日という縁起のいい日の開催となりました。
七夕に因んで星の観測の話をいたします。
私は韓国にはかなりの回数訪れています。

釜山から北へ車で1時間半の場所の慶州・月
城（ウォルソン）地区に、今から1500年ほど
前に建造された東洋最古の天文台がありま
す。慶州は日本でいえば京都に当たる歴史遺
産の地域で、世界遺産にも登録されています
ので、訪問された方も多いと思います。4月
には10万本単位の桜が咲き乱れる風光明媚な
ところでもあります。その天文台は、先細の
煙突型で瞻星台（チョムソンデ）という名前
です。詳しい話は省きますが、その煙突の中
に入って頭上にぽっかりと開いた孔から星を
見ることで、1年の長さがわかり、農業の時
期の決定も行っていました。昔の人たちが星
を頼りに物事を決めていたということで、何
かロマンも感じる次第です。

さて、報告事項です。
7月2日の午前中、市内8クラブの会長・幹

事で、朝長則男 佐世保市長のもとへ会長就
任の表敬訪問をいたしました。もともと市長
は佐世保中央ロータリークラブの会員でもあ
られましたので、それぞれのクラブの活動状
況を詳しく説明することができました。また
市長からも依頼事項がありましたが、後日文
書が届いた際にお伝えいたします。
次に同じ日の午後より佐世保学園意見発表
会に参加いたしました。才木さんより報告を
お願いします。

次に理事会報告です。
審議事項として8件、協議事項として15件、
大変多くの議題であります。
最初に審議事項は
①ニコニコボックスよりの支出について

②支払いの手順について

③職務の代行について

④名誉会員について

⑤市内クラブのビジターフィーについて

⑥市内クラブ共催事業の担当について

⑦全例会を禁煙例会とすることについて

⑧観桜例会・観月例会の会費の件について

以上の8件です。
多くは例年通りですが、今年変更している
部分を報告します。
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幹事　古賀　　巖君

１．譛ロータリー米山記念奨学会

理事長　板橋　敏雄君

①感謝状
幸良秋夫会員
米山功労者　第2回

②2010年度上期普通
寄附のお願い

２．第2740地区2009～2010年度

ガバナー　高城　昭紀君

ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

6月30日／高城昭紀ガバナー事務所閉鎖
7月 1日／直前ガバナー事務所
8日／引越し：新所在地

〒855-0042 島原市片町641 キリン堂薬局2階
（高木09－10地区幹事事業所）

３．第2740地区

第4グループガバナー補佐 山本　晴彦君

第5グループガバナー補佐 西尾　弘毅君

第6グループガバナー補佐 桟　猪一郎君

2009～2010年度インターシティ・ミーティン
グ報告書の送付について

４．第2740地区ガバナー 高原　武彦君

地区ホームページ更新のお知らせ
7月1日、7月5日

５．島原ローターアクトクラブ

会長　高原めぐみさん

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25日豸
点鐘11:30～　理事懇談会13:00～

会場／霊丘公民館
登録料／1,000円

1つ目は市内8クラブ共催事業の担当につい
てです。今年佐世保クラブは障がい者雇用優
良事業所の表彰を担当します。ロータリーク
ラブで長年携わった事業ですが、時代の変遷
もあって、若干の見直しも要求されておりま
す。社会奉仕委員会で検討いたします。
2つ目は、観桜例会・観月例会の会費の件

です。昨年は会費制での開催でしたが、今年
はクラブの経費で賄って開催いたします。

次に協議事項につきましては、幹事報告並
びに委員会報告で、この後、報告とお願いが
ありますのでよろしくお願いします。
最後になりますが、今日の旅立ちの日に、

応援に来てくれました多くのロータリーの仲
間に感謝申しあげ会長報告といたします。

○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 
鶴田　　司会長
中島　洋三幹事
柳田　昌洋君
馬郡　謙一君

佐世保中央RC
田雑　豪裕会長
南部　　建幹事
指山　康二君
岩政　　孝君
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プガバナー補佐である志久雄三会員が主催す
る初めての試みです。
研修会の講師は、当クラブの福田金治第5

グループガバナー補佐、そして安部直樹パス
トガバナーのお二人で担当されます。名実と
もに、当クラブが主催する研修会であります
ので、会員の皆様の多数のご出席をお願い致
します。後ほど、出席の確認にお席に参りま
すので、是非「○」というお返事を賜りたい
と存じます。よろしくお願い致します。

■社会奉仕委員長 菅沼宏比古君

「ビーチクリーンアップ」について

日時／平成22年7月19日（祝・月）※雨天決行
集合：午前8時30分

清掃活動／午前9時より鹿子前町地区
6月30日現在で、会員10名、RAC3名の方に
参加申し込みをいただいておりますが、より
多くの会員の参加をお願いします。

■60周年記念実行委員長 中島　祥一君

60周年記念事業の企画立案を
しておりますが、これまでのと
ころ今一つ決定的な企画が提起
されておりません。会員からの
意見を参考に企画を詰めて参りたいと思って
おりますのでよろしくお願いします。

■新世代奉仕委員長 中川内眞三君

インターアクトの年次大会が、
7月31日～8月1日にかけて、長崎
全日空ホテルで開催されます。
当クラブのインターアクトには、
9名の会員が在籍しておりますが多忙のため
都合がつかず、会長幹事はじめロータリアン
5～6名で参加してまいります。

６．第2740地区ローターアクト

長崎北ローターアクトクラブ会長

溝渕　英之君

第28回年次大会ご参加のお礼

７．長崎国際大学ローターアクトクラブ

6月月報

■親睦活動委員会 委員長　富永　雅弘君

6月30日に行われました役員交
代式には、86名ものご参加をい
ただきました。大変ありがとう
ございました。

■出席・例会委員会 委員長　平尾　幸一君

今年度、出席・例会委員会の委
員長を務めさせていただきます
平尾です。副委員長は、円田浩
司会員、他、加藤陽一会員、小
川芳寛会員、松本由昭会員、大野高広会員の
6名で担当いたしますので、よろしくお願い
いたします。
今年度のスローガンは、「いつも笑顔でお

迎えする」出席・例会委員会ということで活
動して参ります。委員会のメンバーの笑顔を
ご覧になられて、是非癒されていただきたい
と思います。
早速ですが、来る7月22日 木曜日、16時よ
り、九十九島観光ホテルにおきまして、第
2740地区 第5・6グループロータリークラブ
会員研修会を開催いたします。この研修会の
目的は、従来のインターシティ・ミーティン
グの代わりに、新人・若手の会員に対してロ
ータリークラブに関する研修と教育を行うこ
とであります。第5グループガバナー補佐で
ある当クラブの福田金治会員と、第6グルー

委 員 会 報 告
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■クラブ会報委員会

副委員長　納所　佳民君

週報のスペースを有効に活用したいと思っ
ております。紙面に余裕があるとき掲載させ
ていただきますので皆様の投稿お待ちしてお
ります。

前年度幹事　加納洋二郎君

今年度幹事　納所　佳民君

前年度、朗遊会の開
催にあたりご協力頂き
まして有り難うござい
ました。
ゴルフの腕前はあま

り自慢出来るものではありませんが、楽しい
朗遊会に成るよう努めてまいります。ご協力
の程よろしくお願いします。

福田　金治君

母の通夜、葬儀に際しまして
多くの会員の方にご会葬いただ
き有り難うございました。

親睦活動委員会　委員長　富永　雅弘君

佐世保南RC
鶴田　　司会長、中島　洋三幹事
柳田　昌洋君

敬愛する飯田さん、会長就任おめでとうご
ざいます。60周年記念の節目の年で大変お忙
しいと思いますが、持ち前の明るさで１年を
楽しく過ごしてください。頑張ってください。

佐世保中央RC
田雑　豪裕会長、南部　　建幹事
指山　康二君、岩政　　孝君

先日の佐世保中央RCの第１回例会にご来
訪いただきありがとうございました。その折
りは、花束までいただきありがとうございま
した。今回お返しに少し大きめの新鮮な花束
を、木村青果さんにお願いをして持ってまい
りましたので、宜しくお願いします。
今年度は佐世保RC様も60周年、私共も20

周年を迎えますので、お互い大変ですが１年
間無事に乗り切られる事を祈念して、ニコニ
コします。

佐世保南RC 圓田　　治君

飯田満治さんの会長就任をお祝い申しあげ
ます。同時に佐世保RC創立60周年おめでと
うございます。頼りない幹事、副幹事を引き
連れての１年間のご苦労お察し申しあげま
す。どうか例会を休むことなく、１年間活躍
されますことをお祈り申しあげます。

安福鴻之助君

南RC 鶴田会長、中央RC 田雑会長、お揃
いでようこそ！

安福鴻之助君

飯田丸の船出を祝って！

東　陽三郎君

飯田新会長、古賀新幹事、増本新副幹事の
１年間のご健勝を祈念してニコニコします。

60周年記念実行委員長　中島　祥一君

当クラブ本年度第１回例会へ、他クラブよ
り会長・幹事様をはじめ、多くのご来訪を大
歓迎いたします。飯田会長への激励に加え、
当クラブの60周年へもご協力をよろしくお願
いいたします。

朗 遊 会 よ り

会葬のお礼

ニコニコボックス
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親睦活動委員会
富永　雅弘君、高橋　理一君
F木　友輔君、松本　由昭君
大野　高広君、川冨　正弘君
長富　正博君

皆様の親睦を１年間、陰ながらお世話させ
ていただきます。例会のニコニコへもご協力
を宜しくお願い申しあげます。

飯田　満治会長、木村　公康副会長

古賀　　巖幹事、増本　一也副幹事

今年１年、大変お世話になります。ご協力
を心よりお願い申しあげます。
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梅村　良輔君

名門 佐世保南RC今年度会長　鶴田　司氏
のご来訪を歓迎申しあげます。他クラブのこ
ととはいえ、なんとなく心配な１年です。
鶴田会長、いつものとおり全力投球で頑張
ってください。深酒してころばないように！

西村正一郎君

佐世保南RC会長 鶴田 司さん、他役員の
方々の例会訪問を歓迎し、今年１年のご活躍
をお祈りいたします。

F田　俊夫君

ホームクラブ100％表彰ありがとうござい
ました。当然ながら、今年もチャレンジいた
します。

中村　徳裕君

誕生祝いありがとうございました。

加納洋二郎君

今年度プログラム委員会委員長の加納で
す。これから皆々様に卓話のお願いをして参
ります。どうかご協力宜しくお願い申しあげ
ます。

出席例会委員会

平尾　幸一君、松本　由昭君

円田　浩司君、小川　芳寛君

「いつも笑顔でお迎えする」出席・例会委
員会です。笑顔で会員の皆様を癒して参りま
す。今年度、精一杯努めさせていただきます。

クラブ会報委員会

松尾　文隆君、納所　佳民君

石井　正剛君、高橋　理一君

幸良　秋夫君

今年１年間よろしくお願いします。

ニコニコボックス 本日合計 40,000円

累　　計 40,000円

◇



■会長

飯田　満治君

■クラブ奉仕委員長

米倉洋一郎君

■副会長

木村　公康君

■職業奉仕委員長

有薗　良太君

■社会奉仕委員長

菅沼宏比古君

詳細は、クラブ活動計画書をご覧ください。
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（今週の担当：松尾　文隆）
（カメラ担当：納所　佳民）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

クラブ協議会
第5グループ福田金治ガバナー補佐訪問

藺新世代奉仕委員長
藺国際奉仕委員長
藺60周年記念実行委員長
藺会計
藺福田金治ガバナー補佐講評


