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平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO23 3 2 2,969 32

《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
先週の創立60周年記念日例会並
びに物故会員慰霊祭には、多くの
会員の皆様に出席いただき、佐世
保ロータリークラブの今日に至る
歴史などを、皆様と共に語り合う、
和やかな会の運営ができましたこと、厚くお
礼申しあげます。
本日は例会に先立ちまして、理事会を開催

いたしました。多くは、60周年事業のことで
ありますので、この後の60周年アワーにて、
担当の委員長の皆さんより報告をしていただ
きます。その他の協議事項といたしまして、
今月の最終例会が観桜例会となっております
ので、その内容につき協議いたしました。楽
しい桜の会になると確信いたしております。
今月は、多くの企業や団体で、決算を迎え

る重要な月であります。それぞれの皆様が大
変忙しい日々をお過ごしと思います。しかし
ながら、確実に春の息吹も感じられ、気温的
には過ごしやすい季節が間もなくであります。
そのような春の季節の中で、今月は60周年事
業のうちの一つ、「ハイスクール茶会」を開催
いたします。高校生の皆さんの点てるお茶を
自らも楽しみながら、観光で佐世保を訪れる
人たちに喜んでいただきたいと思っています。
会員の皆様に変わらぬご支援をお願いいたし、
ご挨拶といたします。

○国歌斉唱「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
長崎国際大学RAC
会長　松永　夕加さん
幹事　川嶋　早紀さん

福田　綾菜さん

幹事　古賀　　巖君
１．中川内恵子様
故　中川内眞三様ご逝去の際　お礼状
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■創立60周年記念行事物故会員慰霊祭委員会
田中丸善弥君

去る2月23日貉、創立60周年記念日例会及び
物故会員慰霊祭を開催させていただきました。
当日は、会員一同で、先輩となられます会員
の方々、そして最近まで共に活動をした仲間
のメンバーの皆様のご冥福をお祈りし献花さ
せていただきました。
皆様のご協力に感謝いたします。

会　長　挨　拶 例 会 記 録
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■ローターアクト委員会 小川　芳寛君
本日は、長崎国際大学RACのメンバー3人か

ら、新旧役員交代式のご案内をさせていただ
きます。同クラブでは、この1年間、様々な活
動に精力的に取り組み、また、その中で松永
会長、川嶋幹事が大きく成長したことを強く
感じております。

長崎国際大学RAC 会長　松永　夕加さん
3月5日をもちまして１年間の任期が終了し、

その間、無事に会長職を務めることができ、
また、60周年という大きなイベントに参加で
きましたことを本当にうれしく思います。こ
れからは新会長をサポートしながら、みんな
と一緒に楽しく活動していきたいと思います。

幹事 川嶋　早紀さん
3月5日貍 午後2時から長崎国際大学におい

て、当クラブ新旧役員交代式及びクラブ卒業
式を行います。午後5時30分からは三ヶ町アー
ケード入口の「杉の家」で懇親会を行います。
皆様のご参加をお待ちしております。
同日をもって私の任期が終了します。これ

まで本当にありがとうございました。

福田　綾菜さん
次年度の会長に就任することになりました

福田綾菜と申します。昨年9月までイギリスへ
留学しており、当クラブに入会して間もなく、
知らないことが多い状況ですので、多々ご迷
惑をおかけすることがあると思いますが、ご
指導のほど、よろしくお願い申しあげます。

■財団奨学・米山委員会
委員長　遠田　公夫君

ロータリー財団への寄付を鬼木和夫会員か
らいただきました。ありがとうございました。
本年度は、米山記念奨学会に飯田会長、古賀
幹事、溝口会員の3名、そして、ロータリー財
団には鬼木会員ということで、すべて目標を
クリアしました。

■創立60周年記念事業委員会 芹野　隆英君
創立60周年記念事業の一環として、来る3月

19日貍、「ハイスクール茶会 in ハウステンボス」
を開催いたします。多くのメンバーの出席を
お願いいたします。

同好会発起人 井上　斉爾君
先日、ご案内しました囲碁・将棋同好会の開
催（3月10日貅午後6時、セントラルホテル佐世
保）につきましては、現在、囲碁6名、将棋5名
程から出席のご返事をいただいております。
親睦が主であり、まだ追加参加も可能であり
ますので、どうぞお気軽にご参加ください。

親睦活動委員会　久富　洋一君
○結婚記念月（2月分）のお祝い

高橋　理一・由美子 様ご夫妻（7日）
闍木　友輔・美由紀 様ご夫妻（10日）
福田　金治・尚子　 様ご夫妻（18日）
岡　　英樹・節子　 様ご夫妻（25日）

親睦活動委員会　佐藤　丈治君

岡　　英樹君、高橋　理一君、F木　友輔君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。
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囲碁・将棋同好会より

慶　　　祝

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 3,000円

累　　計 555,000円

◇
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■60周年記念事業実行委員会
委員長　中島　祥一君

60周年記念事業は、昨年12月の
「犬とのふれあいイベント」、本年
1月の「桜植樹祭」を経て、いよ
いよ本番に入ってまいります。
まず、来る3月19日貍には、「ハ

イスクール茶会 in ハウステンボス」を開催し
ます。佐世保市内及び周辺の11高校、約400名
ほどの参加を得て盛大に開催されます。当日
のハウステンボスには、非常に多くの入場者
が予想されておりますので、どうなるか心配
もありますが、多くの会員の方々の参加をお
願いします。
その後、5月1日豸には、「宇久島映画祭」を

開催する予定であります。映画祭は3本立てで
ありまして、また、宇久島の小中学校３校に
校名入りのテントを寄贈します。それと併せ
て、税務・法律・公証人役場の相談も行いま
す。60周年記念事業の最後を締め括るような
大きな行事でありますので、多くの会員の
方々の参加を是非お願いします。

■記念事業委員会 委員長　橘F 克和君
１．ハイスクール茶会 in ハウステ
ンボスの開催について
来る3月19日貍、長い間いろい

ろ準備してきました「ハイスクー
ル茶会 in ハウステンボス」を開催
します。セルフボックスにチラシを入れており
ます。
当日は、JTB感謝デー、チューリップ祭、そ

して3連休の初日ということで、相当な入場者
が予想されておりますが、皆様には、本日回
覧を回して同茶会への参加（終日、午前、午
後）の可否を確認しております。この茶会は
当クラブが主催し、その運営を長崎国際大学
に委託して実施されるものでありますので、
皆様に設営等の作業をお願いするものではあ
りません。是非皆様の積極的な参加をお願い
します。
ハイスクール茶会には、佐世保市内及び周

辺の高校11校が参加し、テント10張りをハウ

ステンボス内の各所に設置します。当日、ハ
ウステンボスの入口には、RC専用の受付を設
ける予定であり、皆様には午前8時30分に受付
を済ませていただき、9時30分からは、参加す
る高校生向けのオリエンテーションを実施しま
す。その後10時からテントの設営等を開始し
ます。茶会は午後1時から3時までの間開催し、
観光客や市民の皆様にお茶を振る舞うことに
しております。会員の皆様には、各テントに2
人ずつ張り付いて会場の整理・案内等を担当
していただきます。
この茶会は、高校生間の交流、日本伝統文

化の再認識、社会との交流で健全な青少年の
育成に貢献するとともに、海外観光客との国
際交流の一助となることを目的としたもので
あります。非常に大事な、そして楽しい行事
になると思います。
繰り返しになりますが、あくまでも当クラ

ブの主催でありますので、終日参加が可能な
方はもちろん、午後からは可能ということで
も結構でありますので、皆様方の積極的なご
参加を是非よろしくお願いします。

２．市立小中学校へのテント寄贈について
佐世保市立小中学校への校名入りテントの

寄贈につきましては、既に何度か説明させて
いただきましたように、市町村合併や学校の
統廃合により校名が変わった佐世保市立の小
中学校10校（鹿町3校、江迎3校、宇久3校、祇
園中）に、新しい校名を記名したテントを寄
贈することとしております。実際、相当な金
額になりますが、学校側も大変喜んでいると
ころでありまして、贈呈式には実際にテント
を持ち込むなどして、飯田会長、中島実行委
員長から贈呈することを予定しております。

■総務委員会 副委員長　平尾　幸一君
宇久島映画祭の開催について
創立60周年を記念する地域社会

奉仕行事として、平成18年3月に
佐世保市と合併した宇久町の宇久
小学校体育館において、「宇久島
映画祭」を開催します。
日程は下記のとおりであり、当日は、日頃

娯楽の少ない離島の宇久町において実際の映
画館と同じ設備で3本の映画を上映し、島民の

60周年アワー



方々に迫力ある映画を楽しんでいただきます。
また、当日正午から小中学校３校への「校

名入りテント寄贈式」を執り行うことにして
おり、朝長市長も出席予定であります。さら
に、同体育館１階の宇久地区公民館では、税
務・法律・公証人役場（遺言など）の相談窓口
を開設します。税務は井手会員、法律は古原
会員、公証人役場は幸良会員にお願いしてお
ります。
現在、会員18名が参加予定であり、参加会

員の皆様には、会場の設営及び撤収（映写設備
はシネマボックス太陽に依頼）等を担当しても
らうことになっています。交通費や宿泊費は
個人負担でありますが、是非多くの会員の
方々の参加をお願いします。

■まとめ 会　長　飯田　満治君
以上、近々開催されます創立60周年記念行

事についてご報告をいただきました。
5月8日の創立60周年式典への姉妹クラブの

出席につきましては、ラホヤRCが5名程度、台
南RCからは50～60名が出席予定ということで
ありまして、台南RCは、前日の平戸RC50周年
式典への出席後に佐世保に入ることになって
おります。
そのほか、いろいろ皆様にご相談、ご協力

をお願いすることがあると思います。どうぞ
よろしくお願いします。
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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

（今週の担当：幸良　秋夫）
（カメラ担当：石井　正剛）

＊次回例会予告＊

会員卓話　　佐藤　丈治君

記

日時／平成23年5月1日豸 午前10時より
場所／佐世保市立宇久小学校体育館
映画上映・寄贈式及び相談窓口
10:00 「トイ・ストーリー3」（吹替版）

上映時間103分
12:00 校名入りテント寄贈式

飯田満治会長挨拶
朝長則男佐世保市長挨拶
目録寄贈
宇久小学校・神浦小学校・
宇久中学校　校長又は教頭

12:30 「最後の忠臣蔵」
上映時間133分

15:30 「SPACE BATTLESHIP ヤマト」
上映時間138分

17:50 終演
13:00～16:00
税務・法律・公証人役場相談窓口
体育館１階 宇久地区公民館


