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会長　飯田　満治君
今年度の例会もいよいよ総括

の時期を迎えました。今日の例
会におきましては、クラブ協議
会ということで、1年間の委員会
事業について、それぞれの報告
がございます。会員の皆様の1年にわたる多
くのご支援に感謝申しあげます。また、来週
には60周年事業を振り返っての感謝の例会を
開催いたします。大変忙しいロータリー年度
を経過いたしましたが、あと何年か経って振
り返ってみると、いい思い出もたくさんでき
た年でもあったと思います。
一方、3月に発生した東日本大震災は、ま

さに私たちの経験したことのない、我が国に
とって本当に危機的な出来事でありました。
地震の後の大きな傷は、まだまだ今からの復
興ということでありましょうし、福島原発の
沈静化も、巨大な障害を排除しながらの作業
でありますので、多くの時間が費やされるこ
とだと思います。そのような中で、佐世保ロ
ータリークラブの皆様は、明るく元気に困難
に対処され、希望を持って仕事や家庭生活に
取り組んでおられ、改めて頭の下がる思いで
ございます。
さて、例会開催前に、持ち回りで理事会を
開催いたしましたので内容を報告します。私

自身青年会議所時代から大変尊敬をいたし、
優しくご指導いただいておりました曽我勝宣
さんが、体調のこともあって、退会届を提出
されましたので、甚だ残念で仕方ないのです
が、理事会の承認を受けました。また復調さ
れて、元気にお声をかけていただきますよう
望む次第であります。
今年の梅雨は何となく長そうで、じめじめ
した日が続いておりますが、会員の皆様には
どうぞご自愛の上、ご活躍いただきますよう
祈念いたします。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
ハウステンボス佐世保RC
会長　松尾　京子さん
幹事　川副源太郎君

幹事　古賀　　巖君
１．国際ロータリー日本事務局経理室
2011年7月のロータリーレート
1ドル＝82円（現行82円）

２．譛ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま135号

会　長　挨　拶
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３．2010-2011年度ガバナー 高原　武彦君
①ガバナー会での義援金報告
東日本大震災支援委員会となり、ガバナ
ー会規約第8条に基づき、各年度のガバ
ナー会の管理下に入ることになります。
6月7日現在寄付額　891,605,947円
盧災害遺児への教育環境支援
1）高校生教育環境支援（奨学金給付）
2）大学、専門学校への授業料支援
3）インターアクト、ローターアクト、
RYLAの参加支援

盪5 for 1. プログラム
非被災5クラブ（1クラブでもよい）が、
物心両面で被災したクラブを支援す
る。マッチド・プラン（同額補助金制
度）プログラム運営費用として非被災
クラブが出す同額をガバナー会に集ま
った資金から支出する。

②地区ホームページ更新
6月9、10、13、20日

４．2011-2012年度ガバナー 岩永　信昭君
地区幹事 中野　哲生君
2011-2012年度ガバナー公式訪問時服装に
ついて
2011年7月より9月までの間、クールビズ
を実施いたします。

５．第5グループ
2011-2012年度ガバナー補佐 山本　浩平君
①新年度ごあいさつ訪問のお知らせ
佐世保ロータリークラブ
平成23年7月13日貉
②次年度第4・第5・第6グループガバナー
補佐会報告
Ｉ・Ｍの開催について
第4グループは「単独」で行う。
第5・第6は合同で行うことで決定。
次年度担当グループとして、第6グル
ープで行う。

６．佐世保8RC親睦チャリティーゴルフ大会
ホストクラブ　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

市内8RC親睦チャリティーゴルフ大会お礼
及び決算書送付について
ガバナー事務所よりガバナー会へ138,000
円寄付

７．佐世保市長 朝長　則男様
「空き缶回収キャンペーン」参加について
（お礼）

８．長崎県障害者福祉事業団　障害者支援施設
つくも苑　施設長　佃　　晃様

機関紙「展海」第135号

９．陸上自衛隊第三教育団長兼相浦駐屯地司令
機関紙「つくも」

ハウステンボス佐世保RC
会長　松尾　京子さん

本日は、会長職の任期満了直
前ということで、ごあいさつに
まいりました。貴クラブには、
交換留学生ケイト・マクマホンさ
んの件で大変お世話になり、あ
りがとうございました。会長職の経験をこれ
から大事にさせていただきます。

創立60周年記念行事実行委員会
委員長　中島　祥一君

合併町の小中学校名入りテン
トの最後の寄贈となりました。
我が母校旭中と花園中が合併し、
鐵鐵園中学校となりました。6月9
日貅の中体連推戴式の全校生の
前で寄贈式を行うことができました。久しぶ
りに若い気にふれ、少し高揚したようです。
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委 員 会 報 告

ごあいさつ
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朗遊会幹事　納所　佳民君
7月2日貍、役員交代記念ゴル

フコンペを開催します。10時ス
タートです。まだ、参加登録さ
れていない方は、幹事までご連
絡ください。お待ちしております。

安福鴻之助君
第7回 輪飲会のご案内

一昨年5月の輪飲会で大変好評
だった、アメリカで最も有名な
ワイン「オーパスワン」2003年を
再び入手しました。そこで、下記
により輪飲会を開催します。ふるってご参加
ください。よろしかったらご家族もご一緒に
ご参加ください。
と　き／2011年7月22日貊　18:30～

（石井海陸興業前　午後6時集合）
ベースタクシーを乗り合わせで利
用します。

ところ／米海軍佐世保基地内
ハーバービュークラブ
リバティルーム

会　費／お一人 10,000円
申込日／7月13日貉までにFAXまたは電話

でお願い致します。

出席委員会　中川　知之君
○永年会員表彰

武井　洋一君（45回）

○出席100％表彰

大神　邦明君（26回）
加納洋二郎君（13回）
芹野　隆英君（7回）
大野　高広君（1回）

親睦活動委員会　佐藤　丈治君
○結婚記念月のお祝い

見藤　史朗・美智子様ご夫妻（2日）
加藤　陽一・恵子　様ご夫妻（4日）
森　　信正・佳崇子様ご夫妻（15日）
富永　雅弘・美智子様ご夫妻（18日）
幸良　秋夫・幸子　様ご夫妻（20日）

親睦活動委員会　久富　洋一君
ハウステンボス佐世保RC
松尾　京子会長、川副源太郎幹事
本日はお礼のご挨拶に参りました。飯田会
長はじめ、皆様のご支援のおかげで、会長、
幹事の役目を終えることが出来ました。心よ
りお礼申しあげます。

梅村　良輔君
HTB佐世保ロータリークラブ松尾会長様の

ご来訪を歓迎致します。1年間の会長激務お
疲れさまでした。これから色々ご指導くださ
いますよう、お願い申しあげます。

朗 遊 会 よ り

輪飲倶楽部より

慶　　　祝

ニコニコボックス
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福田　金治君
HTB佐世保ロータリークラブ 松尾会長、

川副幹事の来訪を歓迎します。

原口　増穂君
突然で申し訳ありませんが、このたび佐世
保クラブを退会することになりました。お世
話になって5年近くになりますが、仕事が
年々忙しくなり、医師会の仕事も増え、ロー
タリーに割く時間の捻出が難しくなり、とり
あえず、仕事優先でいくことを決意しました。
自分としては、少し時間の余裕が出るまで一
休みして、また再入会のつもりでいますので、
その時は冷たくしないで温かく迎えてくださ
いね。
これまで皆様と築きあげた温かい友情がこ
れからも末永くつづくよう、皆様に感謝して
ニコニコします。

大神　邦明君、芹野　隆英君
大野　高広君
出席100％表彰ありがとうございます。

富永　雅弘君、幸良　秋夫君
見藤　史朗君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

有薗　良太君
誕生祝いありがとうございました。

指揮　井手　孝邦君

「佐世保市歌」合唱

■2010-2011年度
会長　飯田　満治君
本年度は、我がクラブが昭和26年に設立さ
れてから創立60周年の節目を迎える年であり
ました。年当初より記念事業を計画・準備・
実行を行ってまいりました。クラブのテーマ
も「60年の感動 ―地域とともに、わくわく
ロータリー―」といたしました。会員の皆さ
んには、通年の委員会活動とともに、60周年
事業の部会活動もしていただき、多くの協力
をいただきました。会員全員で盛り上がる年
にしていただいたこと、心より感謝申しあげ
ます。
3月11日には東日本大震災が発生し、予想

外の社会の状況にはなりましたが、会員の皆
様が柔軟に対応していただいたことで、式典
以外の記念事業はすべて無事終了することが
できました。これも、先輩方が60年という永
年にわたって築き上げてこられた、我がクラ
ブの伝統からくる柔軟性・使命感から来るも
のではないかと感じております。
この1年間、私自身、忙しくはありました

が、思い出に残る年度になりました。この記
念すべき60周年という節目に会長をさせてい
ただき、誠にありがとうございました。

国際ロータリー及び2740地区の方針に基づ
き、以下のとおり運営してまいりました。
●例会と親睦

楽しくなる例会のひとつとして、例会の食
事を二種類準備して選択制にすることによ
り、座席のシャッフルを目指しました。例会
場の玉屋さんの協力もあって、2回の例会で
実現できました。また、定期的にテーブルの
配置を変えることで、雰囲気を変える配慮を
しました。

●例会と卓話

加納洋二郎委員長を中心に、色々なジャン

ニコニコボックス 本日合計 49,000円

累　　計 807,000円

◇

歌 の 時 間
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ルの外部卓話や会員卓話を企画していただき
ました。特に佐世保の歴史のテーマで、シリ
ーズ企画の試みがありました。

●新世代

本年度から、新世代部門が5大奉仕部門の
一つに位置付けされました。それを受けて、
活動の強化を目指しました。長崎国際大学ロ
ーターアクトクラブは、60周年協賛事業や通
常の活動でも、闍木委員長、小川委員長とも
にご尽力いただき、さらに佐世保RCメンバ
ーの多大なバックアップにより、活発な活動
で学生の成長を目の当たりにすることができ
たと感じております。また、日頃の活動の成
果によって、会員数も着実に増加しており、
次年度以降も大いに期待しています。

●会員増強

期首72名、入会9名、退会7名、期末74名と
なりました。

●財団奨学・米山

藺ロータリー財団 目標3,000ドルが2名
2,000ドル
藺ロータリー財団米山記念奨学会 目標20
万円が4名　40万円
多くの金額をご寄付いただきましたことを
感謝いたします。また、本年度よりロータリ
ー財団への寄付も、所得税の優遇が受けられ
るようになりました。

●2740地区との連携について

本年度は、第5グループガバナー補佐とし
て、福田金治PPを輩出いたしました。また、
地区委員として、玉野哲雄会員、松尾慶一会
員、闍木友輔会員の3名の方々に出向してい
ただきましたが、いずれの方々も大変熱心に
地区の活動に参加いただきました。更に佐世
保RCのことも、地区の皆様へ正しく伝えて
いただき、心より感謝申しあげます。
以上、本年度の報告と、感謝の気持を申し
あげます。

■副会長　木村　公康君
クラブ奉仕部門の会員増強、

職業分類、ロータリー情報、雑
誌・文献記録の各委員会を担当
させていただきました。
佐世保ロータリークラブ60周年の年、会員

増強は飯田会長の強い願いでありました。前
期の入会者がなかなかなかったため、理事会
におきまして、会員増強プロジェクトチーム
を結成し、リーダーには円田　昭会員に着任
いただきました。円田リーダーの多数の紹介
により、前期入会4名、退会2名、後期入会5
名、退会2名と実増5名となり、会員数は77名
となる予定でありましたが、ちょっと退会が
相次ぎ、期末74名で、実増2名にとどまる見
込みです。目標の80名までは届きませんでし
たが、久々に多くの入会者が増え、クラブが
活性化すると思います。

■クラブ奉仕委員長
米倉洋一郎君

藺出席・例会委員会
藺親睦活動委員会
藺プログラム委員会
藺クラブ会報委員会

■職業奉仕委員長
有薗　良太君

藺職業情報・職業活動表彰
委員会

■社会奉仕委員長
菅沼宏比古君

藺地域発展・人間尊重委員会



■新世代奉仕委員長
木村　公康君

藺インターアクト・青少年活動委員会
藺ローターアクト委員会

■国際奉仕委員長
芹野　隆英君

藺国際青少年計画・世界社会
奉仕委員会
藺財団奨学・米山委員会

詳細は、後日、クラブ活動報告書に記載さ
れます。
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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：納所　佳民）

＊次回例会予告＊

創立60周年記念事業を振り返り感謝する例会

校名入りテント寄贈 


