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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
早いもので、満開の花を咲か

せておりました島瀬公園の桜も、
あっという間に葉桜になりまし
た。隣の国の韓国の釜山では来
週あたりが桜の見頃だと、連絡
があったところです。
さて、例会に先立ち理事会を開催いたしま
したので、まずは理事会報告を行います。
①新会員の入会手続きについてであります。
現在5名の新会員の手続きを進めておりま
す。順調に進めば来週入会式を行います。
5名の会員の配属は、出席委員会及び親睦
活動委員会といたしました。また、60周年
記念実行委員会は、総務委員会の配属とい
うことで決定いたしました。活躍を期待い
たしております。
②次にローターアクト委員会の闍木会員の転
勤による退会に伴い、小川芳寛会員を委員
長に、また下田弥吉会員を副委員長にお願
いすることといたしました。なお、委員会
のこととは違いますが、西部ガスの新しい
支店長さんの入会手続きは、早いうちに進
めさせていただきます。
③次に、わがクラブの名誉会員であられる陸
上自衛隊相浦駐屯地の北村昌也司令が北海
道へ転出されました。相浦の陸上自衛隊の

隊員の多くが、震災災害派遣で東北での崇
高な任務にあたっておられる最中でござい
ましたので、大変複雑な思いもありました
が、お別れのご挨拶をいたしました。新し
い司令が勤務についておられますので、来
週、推戴状をお持ちするようにいたしてお
ります。
④例会の変更の件です。5月11日を通常例会
とし、6月15日を指定休会日といたしまし
た。一連の60周年事業の変更処理の為です。
⑤60周年事業の決定事項につきましては、こ
の後の時間で皆様に報告をいたしますとと
もに、ご意見も頂きたいと思っております。
以上が理事会の報告です。

本日は、第１週例会ですので、国歌「君が
代」斉唱から始まりました。復興に向けて
「がんばろう日本」のキャンペーンが動き始
めました。今こそ団結の時だと思います。お
互い頑張りましょう。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
北松浦RC 山口　俊一君

会　長　挨　拶
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幹事　古賀　　巖君
１．台南ロータリークラブ

会長　陳　高山（Camp）君
東北地方太平洋沖地震義援金送金について

２．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
①「2011-12年度ロータリー財団地区補助
金申請書」提出期限の延長について（ご
案内）
締め切り　4月末日まで
②地区ホームページ
3月31日・4月1日更新のお知らせ

３．地区ローターアクト委員長
藤岡　良規君

地区ローターアクト代表　西　　正和君
島原ロータリークラブ

会長　谷川　正文君
島原ローターアクトクラブ会長

高原めぐみさん
第29回年次大会 登録のご案内

日程／1日目　平成23年6月4日貍
登録開始 14:30
会場／ホテル南風楼

2日目　6月5日豸
登録 9:00
会場・受付／ホテル南風楼市内各所

宿泊先／ホテル南風楼

４．長崎国際大学ローターアクトクラブ
募金活動報告書

■職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

○職場訪問のご案内

日時／平成23年4月27日貉
14:15 石井海陸前集合
14:30～　現地到着

施設内見学

15:00～　プラネタリウム観賞
（所要時間約45分）

場所／佐世保市総合教育センター
（佐世保市保立町12番31号）

○卓話

日時／平成23年4月27日貉 13:00～例会にて
卓話者／佐世保市総合教育センター

センター長　蓮田　様

朗遊会幹事　納所　佳民君
第4回朗遊会のご案内

日時／4月16日貍　12:00スタート
場所／佐世保カントリークラブ
他のコンペと重なっている方も、カード参
加でお待ちしております。

親睦活動委員会　松本　由昭君
平尾　幸一君
白十字会は、4月1日付けで社会医療法人に
認定されました。社会医療法人とは、第5次
医療改革の重点目標とされた4疾病5事業の
うち、救急医療、災害医療、へき地医療、周
産期医療、小児医療を担う医療法人が認定さ
れるもので、平成19年度に新設された法人形
態であり、全国で100余り、長崎県では長崎
市の長崎記念病院に次ぐ2番目の認定であり
ます。白十字会は、救急医療（夜間・休日の
救急車受入件数）の要件を3年連続で満たし
ての認定となりました。「社会医療法人財団
白十字会」は、今まで以上に公益性の高い医
療を提供致しますという決意を新たに、ニコ
ニコします。

中島　祥一君、F田　俊夫君
朗遊会にて優勝（中島祥一）、準優勝（闍田
俊夫）しました。ありがとうございました。
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幹 事 報 告

委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り

ニコニコボックス
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加納洋二郎君
3月30日の結婚記念日のお祝いいただきま

した。ありがとうございました。

芹野　隆英君
3月の結婚記念日のお祝いいただき、あり

がとうございました。

■創立60周年記念行事実行委員会
副委員長　長島　　正君

3月11日の東日本大震災から来
週で1ヵ月になろうとしておりま
す。日に日に震災の死亡者数も
増えるばかりでありますし、福
島の原発の問題も予断を許さな
い状態が続いております。
一方で、復興へ向けて、確実に「がんばろ
う日本」キャンペーンが動き出し、広がろう
としています。特に、西日本に住む私たちが
支援の輪を広げるよう求められています。
また、被災された方々も、ご自身で助け合
いながら強い意志を持って、頑張ろうとする
姿が新聞やテレビで取り上げられる様になっ
てきました。
本日は震災後初めての、例会での60周年ア
ワーでございます。今日の60周年アワーは、
延期しております60周年事業について、皆様
のご意見を頂戴しようと考えています。
部会ごとに、10分ほど協議していただき、

そのあと部会毎に発表をお願いします。特に、
式典・懇親会をいつ頃、どのようなスタイル
で行うかを討議していただければ幸いです。

ニコニコボックス 本日合計 6,000円

累　　計 612,000円

◇

尚、ご質問があれば、最後にまとめてお願
い致します。

■総務委員会 委員長　円田　　昭君
宇久島映画祭のチラシを配布

しております。内容はチラシを
ご確認ください。3本の映画を上
映いたします。
如何に多くの方に来て頂くか

という事で、市政記者クラブ、教育委員会に
もお願いに行きました。鯨瀬埠頭にもポスタ
ーとチラシを掲載し、宇久行政センターや島
内の主要な場所の掲載もお願いしておりま
す。
校名入りのテント寄贈では、朝長市長に予
定通りお出でいただくようになっておりま
す。皆さんにはお手数をおかけしますが、ご
協力をお願いします。
宿泊は旅館で約16人程度のキャパです。早
めに申し出てください。

■記念式典部会 富永　雅弘君
○物故会員慰霊祭委員会
2月23日　終了しています。
○記念式典委員会
5月8日予定→延期
日程は今年度中に行うのが望

ましいが、社会状況、来賓、スポンサークラ
ブ、姉妹クラブ等を勘案しながら決定せざる
を得ないのではないか。
何に重点を置くかで判断基準が変わってく
るのではないか。委員会としては、決定した
日程に向けて最大限の努力をして有意義な式
典を開催したい。

■懇親部会 米倉洋一郎君
部会としては二つの意見があ

ります。懇親会を60周年の6月ま
でに行うか？それとも61年目で
行うか？
スポンサークラブの方々には

是非ともご出席して頂きたい、という意見が
あります。

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

（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：高橋　理一）

＊次回例会予告＊

卓話予定者
佐世保青年会議所理事長　出端　隆治様

■姉妹クラブ歓迎部会 福田　金治君
記念品は陶器製のネームタグ

を試作しております。
ラホヤクラブの方が来られる

のであれば6月中にしたい。台湾
の方は何名かは来れると非公式
に確認が取れています。

■記念事業部会 芹野　隆英君
テントの寄贈は予定通り実施

します。
ハイスクール茶会は3月19日を
延期にしておりましたが、学校
側から中止にせずに延期を要望
されていました。開催日時は、5月28日貍、
場所は同じくハウステンボスです。
内容は従来と同じです。

宇久島映画祭の案内チラシ

■60周年記念誌部会 才木　邦夫君
以前に、何度かお願いしまし

た会員のコメントのお願いです。
まだ、30名程の方が提出されて
いません。最終の締め切りを4月
末までにお願いします。

■実行委員長挨拶 代理　長島　　正君
物故会員慰霊と桜の寄贈は済んでおりま

す。問題は式典と懇親会であります。
ロータリーは6月末が年度末です。姉妹ク

ラブの役員方も年度が変われば役員も替わり
ます。ここは、なんとか6月末までに行いた
い。是非とも全員の総意の上で進みたいと思
います！


