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会長　飯田　満治君
皆さん、あけましておめでとう
ございます。
輝かしい2011年のスタートであ
ります。この時季には珍しい大雪
もありましたが、それぞれご家族
ともどもいい新年をお迎えのことだと思いま
す。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日は例会に先立ちまして、理事会

を開催いたしましたので、以下の5点の協議事
項につきまして、報告を申しあげます。
最初は、上期の決算についてであります。

昨年の7月から12月までの決算の推移について
協議いたしました。おかげさまで予算に沿っ
た経緯でありまして、詳しくは来週のクラブ
協議会におきまして、会計担当の井手理事よ
り報告があります。
次に、新会員研修会並びに忘年家族会の決

算につき協議いたしました。多くの会員なら
びにご家族の出席を得て、それぞれ、盛り上
がる会が開催できましたことに感謝いたしま
す。
3番目の議題は、60周年に因んで開催された、

「松浦公園、犬のふれあいイベント」の決算に
ついてであります。長崎国際大学ローターア
クトクラブのメンバーの活躍により、若干の
収益も出て、当初予定通りチャリティー寄付
もできる決算となりました。ローターアクト

委員会並びに会員の皆さんの協力にお礼申し
あげます。
4番目は、来月2月2日の長寿祈願祭の企画並

びに予算の協議です。今年賀寿をお迎えの会
員に対しまして、みんなでお祝いができる和
やかで楽しい催しの企画です。多くの出席を
お願いします。
最後の5番目の報告は、新入会員獲得対策に

ついてであります。佐世保ロータリークラブ
の60周年以降、即ち新たなる10年へのスター
トに当たり、しっかりしたクラブ運営を図る
ためには、一定の会員数を維持することが大
変重要な課題であります。会員拡大のための
プロジェクトチームを発足させることにいた
しました。皆さんのお知恵もお借りいたした
いと思います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
本日は、この後、クラブ協議会、さらに60

周年アワーと進行してまいります。
新年にあたり、皆様にとりまして、本年が、

より良き飛躍の年になりますよう念じてご挨
拶といたします。

○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 田添　孝佳君

会　長　挨　拶
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幹事　古賀　　巖君

１．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
地区ホームページ
12月22日・24日　更新のお知らせ

２．日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会
大会実行委員長　町田　宗俊君

（コザRC）
事務局　G原　信一君

（那覇西RC）
第22回日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会の
ご案内
日　時／2011年3月14日豺

午前8時スタート
会　場／琉球ゴルフ倶楽部
登録料／15,000円（賞品代、懇親会費、他）

３．比国育英会　バギオ基金
会長　前川　昭一君

（2580地区）
幹事　佐久田昌昭君

（2750地区）
バギオだより

■クラブ奉仕委員会 委員長　米倉洋一郎君
来月2月2日貉、長寿祈願祭を実施します。

11時から八幡神社で祈願祭を行い、その後、
玉屋に戻り通常の例会を行い、午後6時30分よ
りレオプラザホテルで長寿祈願祭の祝賀会を
開催いたします。本年度は3名の方が対象とな
っております。
新しい年を迎えましてテーブルにニコニコ

ボックスを置いております。クラブにお年玉
をお願い致します。

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

本日の理事会において、昨年12月5日に開催
しました長崎国際大学ローターアクトクラブ
主催の「犬とのふれあいイベント」の収支決
算書のご承認を頂きありがとうございました。

また、12月22日のローターアクトクラブの
クリスマス例会にも多数のロータリアンのご
参加を頂き大変感謝しております。今後もロ
ーターアクト活動へのご支援よろしくお願い
致します。

親睦活動委員会　大野　高広君

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
あけましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いします。

■会長　飯田　満治君
昨年の6月30日の役員交代式におきまして、

橘闍前会長より会長職を引き継ぎ、7月7日の
第一回例会以降、半年を経過いたしました。
おかげさまで、無事に、そして楽しいクラ

ブ運営ができましたこと、理事･役員及び会員
皆様のご支援ご協力のおかげであります。厚
く感謝申しあげます。
さて、この半年の報告をいたします。
まず、今年のクラブテーマを「60年の感動･

地域とともにわくわくロータリー」と定めさ
せていただきました。クラブ創立から、60年
を経て、その佐世保RCの歴史の再認識、およ
び、先輩会員の皆様への感謝の思いの顕彰を
いたすこと。更に、より活性化した躍動感あ
ふれるクラブとして、新たな次なる10年へ第
一歩を踏み出す展開の期待を込めたものであ
ります。半年間の活動の具体的な内容の詳細
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ニコニコボックス

委 員 会 報 告

幹 事 報 告

◇

ニコニコボックス 合計 4,000円
テーブルニコニコボックス 合計 28,000円

本日合計 32,000円

累　　計 408,000円
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は、週報の記載や、本日と来週の各委員長さ
んの報告がございます。私としましては、で
きるだけ佐世保ロータリーのそれぞれの行事
が、毎週の例会も含めて、楽しい集いになり
ますよう心掛けていきたいと思います。
その一方で、悲しいお別れもありました。

会員として、これからも活躍が期待された金
氏さんが、新たな年度を迎えたばかりの7月、
ご逝去されました。ロータリーのみならず、
佐世保産の物産振興ということで共に手を組
んで活動いたしておりましたゆえに、別れは
本当に無念で悲しいものでありました。ご冥
福をお祈りいたします。
本年は60周年の年であります。次の時代を

担う青少年の健全育成ということを念頭に置
きながら、毎月、60周年事業の検討会と、そ
の実行を繰り返してまいります。多くの検討
を重ねたり、ともに時間とエネルギーを使い
ながら、事業遂行を行うことで、会員相互の
連帯の絆も深まるものと思います。そして姉
妹クラブである台南の皆様や、米国ラホヤRC
の皆様との絆もより強固なものとして引き継
がれると思います。
次に、会員数のことであります。現在会員

は74名です。会員拡大の努力を重ねながら、
次年度の梅村会長に引き継ぎたいと思います。
残された半年間にも皆様のさらなるご支援と
ご協力をお願いいたしまして、報告といたし
ます。

■クラブ奉仕委員会 委員長　米倉洋一郎君
クラブ奉仕委員会が担当する４つの委員会

についての活動状況を報告します。
先ず、出席例会委員会であります。
平尾幸一委員長のもと“いつも笑顔でお迎

えする出席委員会”をモットーに例会のたび
にエレベーターの前で皆様をお迎えしました。
上期の例会23回の平均出席者は50名でした。
新しい会員が全ての皆様のお顔とお名前が一
致するよう努力しております。また、平尾委
員長以下全ての委員が、例会以外についても
出席の勧誘にあたっていた姿が印象的でした。
次に親睦委員会について報告します。
富永雅弘委員長以下のメンバーで役員交代

式に始まりまして、10月の観月例会、11月の

新会員研修会、忘年家族会とロータリークラ
ブの親睦に関する主だったプログラムを滞り
なくきちんと遂行されております。
続きまして、プログラム委員会についてで

あります。
加納洋二郎委員長を中心に23例会中、17例

会で卓話が実施されました。会員卓話2名、そ
れ以外15名は外部の卓話者で計画されており
ます。バラエティに富んだ卓話者を選定依頼
しており、頑張って卓話のプログラムを組ん
でいると思っています。下期につきましては、
会員の皆様からの情報を得まして目新しい卓
話を準備しているようです。
最後は、クラブ会報委員会であります。
松尾文隆委員長を筆頭にしまして、上期23

回の例会の会報を出しました。一部誤りもあ
りましたが、松尾委員長の指示で適切に処理
されております。

■創立60周年記念行事実行委員会
委員長　中島　祥一君

60周年事業も、昨年12月5日に松浦公園で開
催されました犬とのふれあいイベントが大成
功のうちに終わりました。今後は、
1月26日貉 桜の植樹
2月 学校へのテント寄贈
2月23日貉 創立記念例会及び慰霊祭
3月19日貍 お茶のイベント
4月 宇久町の映画上映
5月8日豸 歓迎ゴルフコンペ
5月8日豸 創立60周年式典

以上のとおり実施されますので、皆様のご協
力をお願いいたします。
早速ですが、本日18時30分から60周年事業

について効果的に宣伝するためのマスコミ対
策会議を実施します。

■記念事業委員会 委員長　橘F 克和君
桜の植樹、学校へのテント寄贈、お茶のイ

ベントについてご説明します。
○桜の植樹
島瀬公園のもみの木が枯れたということで、

この木の代わりに是非桜を植えて欲しいとい
う要望を受けて実施する事業です。

60周年アワー
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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　　 高橋　理一

＊次回例会予告＊

クラブ協議会
クラブ奉仕　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
新世代奉仕委員長代理　木村　公康君
国際奉仕委員長　　　　芹野　隆英君

（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：納所　佳民）

日時／平成23年1月26日貉 13時頃から
12時30分から通常通り例会を行い、
13時頃（卓話の時間）から場所を移動
し、植樹、セレモニーを行う。

場所／島瀬公園アーケード入口（交番側）
来賓／佐世保市長 朝長則男様

四ヶ町協同組合理事長 竹本慶三様
四ヶ町協同組合専務理事 平瀬　栄様
マスコミ各社

皆様の出席をお願い致します。

○学校へのテント寄贈
今年度佐世保市に合併した鹿町の小学校2校、

中学校1校、江迎の小学校2校、中学校1校、及び
旭中学校と花園中学校が合併してできる祇園中
学校、加えて宇久町にある小学校2校、中学校1
校の計10校にテントを寄贈する企画です。

○お茶のイベント
日本の伝統文化であるお茶を若い人に広め

ていこうという企画です。3月19日貍、ハウス
テンボス内で実施の予定ですが、長崎国際大
学の協力を得て実施します。すでに、市内の
一部県立高校、私立高校からの申し込みもあ
るようです。皆様の参加もお願いします。

■姉妹クラブ歓迎部会 部会長　福田　金治君
台南RCの歓迎につきましては、5月7日の平

戸RC50周年式典終了後、平戸RCまで迎えにま
いります。5月8日は、「観光コース」「ゴルフ
コース」に分けて接待いたします。
ラホヤRCの歓迎につきましては、2月7日～

12日の日程で、ラホヤRCの例会に出席して、
招待状をお渡しして、多数ご出席頂く様にお
願いしてまいります。訪問団のメンバーは、
中島会員、池田会員、長島会員、藤井会員、
福田会員の5名です。

■幹事　古賀　　巖君
創立記念例会について（物故会員慰霊祭）
2月23日貉の創立記念例会にて、献花をして

黙祷を行う。（創立記念日は昭和26年2月21日）
例会変更して、夜例会を行い懇親の場も設

ける。出席者全員で一人一人献花を行い、慰
霊祭を執り行う。懇親会は、創立を記念し多
大な功績のあった先輩方を称え、敬い、その
顔を浮かべながら酒を酌み交わす場とする。
日時／平成23年2月23日貉　18時30分より
会場／玉屋8階又は7階
内容／創立55周年以降に亡くなられた会員

及び在籍20年以上で退会された会員。
写真と名簿をパワーポイントなどで
スクリーンに映し出し紹介。全員で
献花する。全員で黙祷。

■総務委員会 委員長　円田　　昭君
宇久町での映画上映の担当を総務委員会に

指定していただき有り難うございます。記念
事業は、お金も使いますが、知恵と体を使っ
て我々の持つそれぞれの職業のノウハウを生
かすことが、後々やって良かったと思える事
業になると思い、宇久での映画上映を提案し
ました。
宇久町は人口1700名程度の島で、佐世保市

ではありますが、交通便の関係で1泊2日では
事業が出来ず、2泊3日で事業を計画しなけれ
ばなりません。
そのような島だからこそ、映画上映と同時

に法律相談や医療相談等の企画も考えられ、
職業奉仕として島の人に喜んでもらえると思
います。皆様のご協力をお願いします。
記念事業委員会と一体となって事業を推進

していきます。



と　き／平成22年12月18日（土） 
ところ／佐世保玉屋　文化ホール 

飯田満治会長 梅村良輔次期会長 長島　正会長ノミニー 


