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《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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会長　飯田　満治君
先週の「桜の植樹祭」では、出
席の皆様全員で土を入れていただ
きました。おかげさまで、商店街
に彩りを添えるきれいな桜を植え
ることができました。街のにぎわ
いに、佐世保ロータリークラブがお役にたて
ればと願う次第です。
さて本日は、先ほど八幡神社にて3名の方の

節目の年の祈願と、会員の皆様のこの一年の
無病息災・商売繁盛を祈願して参りました。
即ち傘寿をお迎えの松本英介さん、喜寿の玉
野哲雄さん、古希の藤井　隆さんがますます
元気に今年もお過ごしいただきますよう、さ
らに会員全員の本年が、安寧で明るい年にな
りますよう、お参りをいたしました。皆様の
ご健勝を祈念いたします。
本日は、2月の第1回例会ですので、60周年

アワーを開催いたします。一連の事業も佳境
を迎え盛り上がってまいりました。お手元に
は先週の「桜の祝樹際」の内容の新聞報道の
状況をお配りいたしておりますが、新聞のみ
ならず、テレビ・ラジオでも取り上げていた
だきました。佐世保ロータリークラブの活動
が大きく注目されております。頑張って事業
遂行いたしてまいりますので、変わらぬご支
援ご協力をお願いいたします。

○国歌斉唱「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」

幹事　古賀　　巖君
１．台南ロータリークラブ 会長　陳　高山様

（Camp）

旧暦　年賀状

２．国際ロータリー エド・フタ事務総長
ロータリー財団　2009-2010年度年次報告書

３．国際ロータリー　日本事務局　経理室
ロータリーレート
2月　1ドル 84円（変更なし）

４．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ
2月1日更新のお知らせ
②「月信」編集長「ロータリーの友」委員

石川　慶蔵君
「月信新企画」「我がクラブNo.1卓話」
原稿のお願い
締め切り　2月11日

５．第2740地区
地区研修リーダー 高城　昭紀君
ガバナーエレクト 岩永　信昭君

会　長　挨　拶 例 会 記 録

幹 事 報 告

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



PETS実行委員長 友岡　純一君
PETSホストクラブ会長 田中　一広君
2011-2012年度「PETS兼幹事研修セミナー」
開催について（ご案内）
日時／平成23年3月12日貍

登録14:00～　点鐘15:00
懇親会（着席）18:10

場所／ガーデンテラス長崎

６．佐世保東ロータリークラブ
実行委員長　橋口　　正君
競技委員長　村瀬公一郎君

第39回佐世保市内8ロータリークラブ親睦ゴル
フ大会競技委員・担当幹事会議のご案内
日時／平成23年2月10日貅 18:30～
場所／ハウステンボスJR全日空ホテル2階

「おしどりの間」

７．長崎ローターアクトクラブ
会長　江上　真一君

40周年事業実行委員長 山下　善之君
創立40周年記念式典のご案内
記念事業テーマ「結～ゆい～」
日時／平成23年3月13日豸
場所／ホテルニュー長崎
登録料／6,000円

■親睦活動委員会 委員長　富永　雅弘君
本日、午前11時より亀山八幡宮にて長寿の

方の祈願祭をしてまいりました。
また、午後6時30分からレオプラザホテルに

て長寿祝賀会を開催いたします。集合時間に
遅れない様にお願いいたします。

親睦活動委員会　松本　由昭君

松本　英介君、玉野　哲雄君、藤井　　隆君
本日は大変お世話になります。

中島　祥一君
ラホヤRC行きの餞別をいただきました。大

役を果たしてまいります。

川冨　正弘君
インフルエンザが猛威をふるっております。

皆様、手洗いとうがいで予防の方よろしくお
願いします。

松本　由昭君、F瀬　宏滋君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

先週欠席しましたので。

■60周年記念事業実行委員会
委員長　中島　祥一君

来週の7日よりラホヤロータリークラブへ行っ
てまいります。
佐世保ロータリークラブが60周年記念事業

に力を注いで活動していることを力説し、多
くの会員の方に来ていただけるよう働きかけ
てまいります。
尚、出席者は池田　豊会員・藤井　隆会

員・福田金治会員・長島　正会員・そして私、
中島祥一、以上5名であります。どうか応援の
程よろしくお願いいたします。

■記念事業委員会 委員長　橘F 克和君
記念事業の一環として市内の小中学校10校

にテントの贈呈を行います。日時は未定です
が、飯田会長、中島60周年記念事業実行委員
長より贈呈していただきます。
テントの大きさは6坪（畳12帖）で、校名・ロ
ータリーマーク・寄贈者佐世保ロータリークラ
ブの文字を記しております。事前の打ち合わ
せをしているところですが、教育委員会はじ
め関係者より感謝の言葉を頂いていることを
皆さんに報告いたします。
〔贈呈先〕
①鹿町町小学校　2校（鹿町・歌浦）
②鹿町中学校　　1校
③江迎町小学校　2校（江迎・猪調）
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委 員 会 報 告

ニコニコボックス 本日合計 7,000円

累　　計 449,000円

◇

ニコニコボックス

60周年アワー



④江迎中学校　　1校
⑤祇園中学校　　1校（旧花園）
⑥宇久町小学校　2校（宇久・神浦）
⑦宇久中学校　　1校

■物故会員慰霊祭委員会
委員長　佐保　　榮君

創立記念例会（物故会員慰霊祭）〔案〕
日時／平成23年2月23日貉　18:30～
場所／佐世保玉屋7階・8階

・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）
・例会を変更し、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。
・来賓として、名誉会員にも案内をする。

■創立記念例会・懇親会 幹事　古賀　　巖君
○例 会〔案〕 ※理事会の承認を得て決定
平成23年2月23日貉 18:30点鐘
・会長挨拶
・来賓（名誉会員）紹介……会長から紹介
・幹事報告
・委員会報告
・出席報告
・物故会員慰霊察（進行：物故会員委員会）
・実行委員長挨拶
・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。（該
当者：事務局で把握できている方10名）
の写真と名簿をパワーポイントでスク
リーンに映し出し紹介。（パワーポイン
トは、経費節約の為、事務局保管の当
時の写真を元に古賀が手作りする）
・会長、実行委員長の順で献花する。（花
は木村副会長に注文）
・全員で、献花する。
・全員で黙祷。
・全員集合写真（記念誌用）
・慰霊察終了
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会場を7階に移動する。

○懇親会〔案〕
（進行：記念式典委員会または懇親委員会）
会場に、昔の佐世保ロータリークラブの会員
の写真を拡大して掲示しておく（l点程度）。
または当時のアルバム等を展示しておく。
・会長挨拶
・来賓紹介（名誉会員・マスコミ）
・来賓挨拶（名誉会員）
・乾杯（名誉会員）
・懇談
・万歳三唱（名誉会員）

■記念事業委員会 委員長　橘F 克和君
創立60周年記念事業として「ハイスクール

茶会 in ハウステンボス」を開催致します。
「ハイスクール茶会 in ハウステンボス」は、
茶道を学ぶ地域の高校生（茶道部員）がハウス
テンボスで観光客に対しお茶を振る舞うこと
で、地域の観光振興、日本の伝統文化の継承
に貢献し、社会経験を積むことを目的として
おります。
参加各校の高校生たちが、チューリップ祭が

開催されるハウステンボスで、お点前を披露す
る姿が今から楽しみです。（参加校は9校～10
校の申し込みがきております）

本茶会の概要〔案〕
・日時／平成23年3月19日貍 13:00～15:00
・場所／ハウステンボス場内各所にブースを

構え、薄茶の提供を行います。
・内容／ハウステンボス場内各所で高校生が

お茶を振る舞います。
1．点前披露（各校のブースで点前を披
露致します。）

2．点て出し（ご来場の皆様にお茶をご
提供します。）

・費用／点て出しは無料ですが、募金への
ご協力を呼びかける予定です。

・定員／先着順で1,000名のハウステンボス来
場客に薄茶を振る舞う予定です。
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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＊

会員卓話　山田　眞弘君
（今週の担当：松尾　文隆）
（カメラ担当：高橋　理一）

■総務委員会・記念事業委員会
古賀　　巖幹事

円田 昭委員長が欠席の為、代わって報告い
たします。先日発表の通り5月1日に宇久島に
て映画の上映をおこないます。
上映作品はまだ決定しておりませんが、本

日会員に配布しました題目を上映候補として
アンケートを頂いた後、協議のうえ決定いた
します。
尚、準備・後かたずけのため、4月30日から

現地に向かい、帰りは5月2日早朝を予定して

おりますので、設営等多くの会員の協力をよ
ろしくお願いします。

■記録誌委員会 才木　邦夫君
記録誌に掲載する会員のエッセイの締め切

りを1月末までとしておりましたが、今までの
ところ10名程の方しか頂いておりません。当
初「400字前後」と申しあげておりましたが、
文字数は少なくてもかまいませんので早急に
提出の程、お願いいたします。


