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平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO23 1 12 2,962 25

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 ％
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謹んでご冥福をお祈り申しあげます

中川内眞三さん

平成23年1月8日　享年56歳

【ロータリー暦】
入会年月日 2001年5月16日　在籍10年
委員会経歴 2001年親睦活動委員会、出席委員会

2003年親睦活動委員会副委員長
環境保全委員会副委員長

2004年副幹事
2006年出席委員会委員長
2007年人間尊重委員長
2008年プログラム委員長
2009年国際奉仕委員長
2010年新世代奉仕委員長

ご寄付 ロータリー財団　２,000ドル
譛ロータリー米山記念奨学会　100,000円

退会年月日 2011年1月8日他界　享年56歳

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 

佐世保ロータリークラブ 
会　長蘆飯田　満治　　　幹　事蘆古賀　　巖 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp
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会長　飯田　満治君
昨日は、中川内眞三さんの葬儀でございま

した。大変まじめで、責任感が強く、そして
明るい、誰からも愛され親しまれる会員であ
りました。長年、病気と闘いながら、頑張っ
ておられましたが、残念で悲しい別れとなり
ました。心よりご冥福をお祈り申しあげます。
また、葬儀にあたり、何かとお世話をいただ
きました会員の皆様に厚くお礼申しあげます。
本日は、先週に引き続きクラブ協議会を開

催いたします。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
大変寒い毎日が続いております。皆さんも、

十分お体に留意され、お過ごしくださいます
ようご祈念申しあげます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
常滑RC（愛知県）
築山　貞之君

佐世保南RC 川原　正寛君

幹事　古賀　　巖君
１．台南扶輪社
年賀状が届いております。

２．長崎県共同募金会　佐世保市支会
支会長　朝長　則男様

赤い羽根共同募金について（お礼）

■創立60周年記念行事実行委員会
総務委員会 副委員長　平尾　幸一君
1月5日貉 18:30より、富士国際ホテルにおき
まして「創立60周年記念行事実行委員会マス

コミ対策会議」を開催いたしましたので、そ
の概要についてお知らせ致します。当クラブ
が60周年事業を展開していることをマスコミ
を通じて県民、市民にアピールすることを目
的とした会議でした。佐世保市政記者クラブ
において中島実行委員長が記者発表すること
になりましたが、その計画の詳細につきまし
ては、才木会員、遠田会員に担当していただ
くことになりました。

■創立60周年記念行事実行委員会
記録誌委員会 副委員長　才木　邦夫君
60周年記念誌 原稿のお願い
創立60周年記念誌作成にあたり、下記の原

稿の提出をお願い致します。提出期日の厳守
をよろしくお願いいたします。
①歴代会長執筆
対象者：創立51周年会長～60周年会長
テーマ：会長時代の主な事業と思い出
写　真：会長、幹事、役員名簿、事業の写

真３枚程度
文字数：1,000字程度
提出期限：１月末日
②全会員の一言コメント
テーマ：「ロータリークラブに思うこと」等
文字数：400字以内
提出期限：1月末日
③提出先／佐世保RC事務局

E-mail：src@circus.ocn.ne.jp
FAX 25-6323

担当：記録誌委員会 副委員長　才木邦夫
FAX 22-9134

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

インターシティミーティング報告
1月9日豸 長崎国際大学内の自明堂において、
長崎国際大学ローターアクトクラブ主催による
IM（インターシティミーティング）が開催されま
した。茶道の「鎮信流」を学ぶというテーマ
のもと、アクトの が講師となっての
「茶道とは教室」の後、長崎国際大学ローター
アクトクラブメンバー指導による、「点て出し
体験会」がありました。留学生の金君より茶
道とは作法を通じて精神を学ぶ（鍛える）こと
を教えられ、また、アクトのメンバーより茶

キム ヒョン ミン 

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

委 員 会 報 告
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道の基本的な作法を教えられ、参加された総
勢38名にとって貴重な体験の場となりました。

武井　洋一君
母　武井タマ子の死去に際しましては、寒

さ厳しき折柄、また、年末のご多用中にも拘
わりませず、早速懇切なご弔意をたまわり、
ご芳情誠に有り難く、故人と共に深く感謝致
しております。
故人へお寄せ頂きました皆様の温かいご交

誼に対し、重ねて厚くお礼を申しあげます。

■体験報告 梅村　良輔君
1月10日（月・祝）に行われた日米合同演習の

際、日米協会のご指名をいただき、朝長佐世
保市長、鬼木頭取、その他マスコミ関係者等
とともに、米軍の輸送機で長崎空港を飛び立
ち、鹿児島沖辺りでカールビンソンという空
母に着艦するという貴重な体験をさせていた
だきました。着艦後に艦内のほか、自衛隊機
や米軍機が発着する様子を見学しました。

■副会長　 木村　公康君
上期は、飯田会長が公務出張の為、例会を休
まれました際、2回程、会長代行をさせて頂き
ました。
会員増強においては、平戸ロータリークラブの
会員増強のプログラムを、例会にてお話しいた
だきましたが、当クラブではまだ効果がなく、
下期は会員増強に真剣に取り組みたいと思いま
す。
それでは、私が担当している4委員会の活動

状況について報告します。
まず、会員増強委員会ですが、期首の7月1日

現在72名で、その後4名の方が入会し、2名が退
会されましたので、12月31日現在の会員は74名
となっております。田中委員長からは、委員長
としての活動が十分できなかったとの報告を受
けておりますが、今後、目標である5名ほどの
会員増強を目指して取り組んでまいりますの
で、皆様のご協力をお願いします。
次に、職業分類委員会では、上期に入会した
4名の方々につき資格要件を審査して、理事会
にその可否を報告しました。下期の事業計画と
しては、①地域内の職業分類を調査して分類表
を作成する、②充填、未充填職業分類一覧表の
作成、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して、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、新しい分類の作成
を検討することとしております。
続いて、ロータリー情報委員会ですが、7月

30日、富士国際ホテルにおいて、新会員候補者
4名に対するオリエンテーションを実施しまし
た。また、11月24日には、九十九島観光ホテル
において、本年度の新会員研修会を開催しまし
た。ロータリーを楽しむという雰囲気で、新会
員の方々にとって大変意義深いものになったと
思います。下期の入会希望者がある場合、適宜
オリエンテーションを実施してまいります。
最後に、雑誌・文献記録委員会です。ロータ

リーの友から各自話題を見つけて発表していた
だいている3分間情報は順調に進んでいます。
下期も、上期に続き、新入会員を中心に3分間
情報の発表を予定しています。

■職業奉仕委員会 委員長　有薗　良太君
今年度、職業奉仕委員会の2委員会が統合し

て、職業情報・職業活動表彰委員会となりまし
た。委員の構成は、黒木政純委員長、田中丸善
弥副委員長、松尾弘司委員、玉野哲雄委員、安
福鴻之助委員、西村正一郎委員の6名です。
上期は、9月に地区主催の「職業奉仕部門セ

ミナー」が、九州陶磁器文化館で開催され、黒
木委員長が出席しております。廣畑富雄PGに
よる「職業奉仕について」の講演がありました。
その他、当委員会の年間活動計画についての
会合をしております。下期は5月の創立60周年
記念式典の開催を踏まえ、3月に職業奉仕に関
する卓話及び職場訪問を計画しております。そ
の他、5月の例会には、職業奉仕委員会による

会葬のお礼

その他の報告

慶祝、ニコニコボックスは次号に掲載いたします。
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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＊

卓話予定者

海上自衛隊メンタルヘルス臨床心理士
山下　吏良様

（今週の担当：幸良　秋夫）
（カメラ担当：高橋　理一）

卓話を予定しております。

■社会奉仕委員会 委員長　菅沼宏比古君
本委員会は、「地域発展」「人間尊重」という
テーマのもと、地域社会に対して貢献できるも
のを実行していくことを目標としています。
上期の7月には、鹿子前地区のビーチクリー

ンアップを実施。多くの会員の方に参加をいた
だきました。ありがとうございました。
佐世保市内8クラブ共催で実施をしていた障

害者優良雇用事業所及び優良勤労障害者表彰に
ついては、佐世保市8クラブ会長会議において、
様々な問題が指摘され、今年度より中止となり、
各クラブ単独事業となりました。佐世保クラブ
としては、形を変えて顕彰できないかを現在検
討中です。
下期の事業としては、6月に空き缶回収の実

施を予定しています。

■新世代奉仕委員長代理　 木村　公康君
まず、新世代奉仕部門の一翼を担うインター

アクト委員会は、「健全な青少年の育成」を目
的にインターアクトクラブを担当しております
が、西海学園高校の会員が2年生1名のみとなっ
たため、十分な活動ができませんでした。上期
の活動としては、7月31日～8月1日 長崎全日空
ホテル グラバーヒルで開催されたインターアク
ト年次大会への出席、8月8日 東彼杵町総合会
館で開催された、第2740地区新世代部門地区セ
ミナーへの出席があります。いずれにしまして
も、会員の勧誘を何とかしないと活動がおぼつ
かない状態にありますので、喫緊の課題として、
今後会員増強を推進していきたいと考えており
ます。
次に、ローターアクト委員会ですが、松永会
長をはじめとする長崎国際大学ローターアクト
クラブのメンバー全員が積極的に取り組んでい
ます。上期の活動として、7月4日 四ヶ町アー
ケード内の七夕イベントにおける笹の葉の配布
を皮切りに、7月15日 同大学構内での交通安全
強化期間運動の実施、7月19日 西海パールシー
でのビーチクリーンアップへの参加、10月30・
31日 開国祭におけるクラブ活動の周知と会員

募集の実施、11月1日島瀬公園「佐世保くんち」
への応援参加、更には、12月5日の松浦公園で
の当クラブ60周年記念協賛事業として開催した
「犬とのふれあいイベント」など、多大の成果
を上げております。
下期の計画としては、先程、闍木委員長から
報告がありました、1月9日の長崎国際大学ロー
ターアクトクラブ主催によるインターシティミー
ティングの開催のほか、5月には、三川内陶器
祭りの手伝いを通じ、歴史文化の探訪、実社会
への勉強と地域への貢献を目指していくことと
しています。
会員の皆様には、例会への積極的な出席など
ローターアクトクラブへのご支援、ご協力を引
き続きよろしくお願いします。

■国際奉仕委員会 委員長　芹野　隆英君
上期については、まず、国際青少年計画・世
界社会奉仕については、例会にての講師を予定
していましたが、例会スケジュールと折り合わ
ず、下期持ち越しとなりました。
財団奨学・米山については、随時心掛けてい

ましたが、上期の実績は上げられず、引き続き
下期へ活動継続となっております。
両委員会とも、地区主催のセミナー等へ参加
し、事業に対する理解を深めました。

■会計 井手　孝邦君
上半期決算書、特別会計上期決算書に基づ

き説明。


