
会長　梅村　良輔さん
2011-2012年度　第1回目の例会を

迎えました。一年間皆様方のご協力
どうぞ宜敷くお願い申しあげます。
7月2日貍の役員交代式並びに懇

親会には名誉会員 海上自衛隊佐世
保地方総監海将加藤耕司様ご夫妻、会員の皆様、
奥様方、長崎国際大学ローターアクトクラブ会長、
幹事の皆様、多数ご出席いただきまして誠にあ
りがとうございました。
身の引き締まる思いで一杯でございました。

これからのご指導ご鞭撻の程、重ねてお願い
申しあげます。
昨日7月5日貂 13:30より佐世保学園にての第
61回社会を明るくする運動「意見発表会」に
私と田中丸善弥幹事、インターアクト・青少年
活動委員会 幸良秋夫副委員長の3名で参加致し
ました。詳細は幸良秋夫さんより報告お願い
致します。

次に、理事会報告です。
①クラブ協議会について（活動計画発表）
7月6日…会長、クラブ奉仕委員会、職業奉

仕委員会、新世代奉仕委員会
7月13日…クラブ奉仕委員会（副会長）、社会

奉仕委員会、国際奉仕委員会
7月20日…会計（予算・決算）
②ガバナー補佐訪問クラブ協議会
8月10日…第5グループ山本浩平ガバナー補

佐訪問クラブ協議会
③ガバナー公式訪問例会
8月17日…岩永信昭ガバナー公式訪問

11:30～ 会長、幹事、会長エレクト
との懇談会
12:30～例会
例会終了後、集合写真撮影

本日は他クラブからのご来訪、会員の皆様
方のご出席、誠にありがとうございました。
感謝申しあげ、会長の挨拶とさせていただき
ます。

■森
もり

俊秀
としひで

さん

S25年1月6日生（61歳）
佐世保重工業㈱　造船所長
推薦者：田中丸善保さん

池田　　豊さん
配属：出席・例会委員会、親睦活動委員会
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○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
佐世保南RC 鶴田　　司さん

中島　洋三さん
馬郡　謙一さん

ハウステンボス佐世保RC 小島　隆志さん
加城　一成さん
増本　恒彦さん

幹事　田中丸善弥さん
１．2010-2011年度ガバナー 高原　武彦さん
地区幹事 酒井田正宏さん
ガバナー事務所スタッフ一同
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
9月20日まで直前ガバナー事務所にて執務
致します。

２．2011-2012年度ガバナー 岩永　信明さん
①事務所名変更のお知らせ
ガバナー・エレクト事務所から、ガバナー
事務所となります。
②地区ホームページ更新　7月1日、4日です。

３．佐賀ロータリークラブ
会長　荒尾　眞人さん

最終例会欠席のお詫び状とニコニコBOXが
届きました。

■インターアクト・青少年活動委員会
幸良　秋夫さん

毎年、「社会を明るくする運動」月間中に開
催されている佐世保学園の意見発表会が7月5
日貂、同学園の体育館であり、梅村会長はじ
め田中丸幹事と幸良の3人で参加してきまし
た。この意見発表会は、佐世保ロータリーク
ラブが後援団体となって、平成5年から毎年開
かれているそうです。
佐世保学園には、現在約30人が在園してい

るということで、発表会には、学園内の予選
を突破した6人が登壇し、保護司会女性部の方
をはじめ体育館を埋め尽くした250人を超える
方々を前に堂々と意見を発表しました。
ロータリーの3人は審査委員を務めさせても

らいました。私は2度目の参加ですが、今回は、

東北大震災を通して、自分が今置かれている
状況やこれまでの行動を見つめ直し、家族ら
に支えられ、また、支えていくことの大切さ
を学び、やり直しへの決意を込めた発表が目
立ちました。
発表会後、梅村会長から最優秀賞1名、優秀

賞2名に賞状と記念品を贈り、「もう一度見つ
め直してすばらしい人生を送ってほしい。や
さしい目で過ごしてほしい」と激励のことば
を贈り、帰ってまいりました。

■社会奉仕委員会 委員長　黒木　政純さん
ビーチクリーンアップの案内
日時／7月18日（祝・月）海の日　8:30集合

9:00より清掃約1時間
参加者は各自、鹿子前にお集まりください。

（受付の看板表示あり）

■親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん
7月2日の役員交代式並びに記念懇親会にお

きましては、58名の会員、総数で91名の方に
ご参加いただき、おかげ様で無事に終了する
ことができました。不行き届きの点もあった
かとは思いますが、この反省を活かして一年
間一生懸命つとめさせていただきたいと思い
ます。ありがとうございました。今後ともよ
ろしくお願い致します。

安福鴻之助さん
第7回 輪飲会のご案内
会場の都合により日程が変更になりました。

下記のとおり輪飲会を開催しますので奮って
ご参加ください。
と　き／2011年7月25日豺　18:30～

（石井海陸興業前　18:00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。

親睦活動委員会　委員長　円田　浩司さん

佐世保南RC 鶴田　司さん、中島　洋三さん
昨年度は佐世保南RCの会長、幹事として大

変お世話になりました。また、今年度 梅村会
長の活躍を祈念してニコニコします。
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輪飲倶楽部より
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古賀　　巖さん
佐世保南RC直前会長 鶴田　司さん、直前幹
事 中島洋三さんのご来訪を歓迎してニコニコ
します。昨年度は大変お世話になりました。

増本　一也さん
ハウステンボス佐世保RC小島会長、加城幹事
それに私の弟までご来訪いただき、心より歓
迎致します。

安福鴻之助さん　米倉洋一郎さん
増本　一也さん　大神　邦明さん
松本由昭さんが先月の株主総会で、正式に

常務取締役に昇進されましたので、お祝い申
しあげます。初の佐世保在駐の取締役として
ご期待致しております。

梅村　良輔会長、田中丸善弥幹事
芹野　隆英副会長、池田　　豊さん
佐世保重工業㈱ 森　俊秀さんの入会を歓迎

して。

有園　良太さん、F田　俊夫さん
7月2日役員交代式記念ゴルフ大会で優勝し

ました。
当日は霧でコンペは中止でしたが、クジ引

きで賞金を頂きました。運も実力のうちです
よね。ありがとうございました。

円田　浩司さん、納所　佳民さん
平尾　幸一さん
7月2日の役員交代式には多くの方にご参加

いただき、無事に終了することができました。
一年間精一杯頑張りますので、よろしくお願
い致します。

増本　一也さん、安福鴻之助さん
田中丸善保さん、大神　邦明さん
玉野　哲雄さん、鬼木　和夫さん
F田　俊夫さん、佐々木秀也さん
梅村会長、頑張れ!!
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佐世保南RC 馬郡　謙一さん
梅村会長、米倉副会長、田中丸幹事の一年

間のご活躍をご祈念申しあげます。

ハウステンボス佐世保RC
小島　隆志さん、加城　一成さん
今年度ハウステンボス佐世保RCの会長 小島
隆志と幹事 加城一成でございます。伝統ある
佐世保RC様を訪問し、私共の参考にさせてい
ただきます。よろしくお願いします。

ハウステンボス佐世保RC 増本　恒彦さん
本日は、ハウステンボス佐世保RCの会長、

幹事と参りました。梅村会長、田中丸幹事、
一年間体に気をつけて頑張ってください。

梅村　良輔会長　米倉洋一郎副会長
田中丸善弥幹事　芹野　隆英副幹事
本年度運営をさせていただきます。皆様の

ご協力を宜敷くお願い申しあげます。

SAA（会場監督）橘F 克和さん
7月2日の役員交代式には多数の会員の方に

ご出席いただき、滞りなく終了することが出
来、ありがとうございました。が、梅村会長
出発の第1例会に出張のため出席できず申し訳
ありません。

松尾　弘司さん
昨週は大変お世話でございました。又、

色々といただきました。

2010～2011年度
第5グループガバナー補佐　福田　金治さん
佐世保ロータリークラブ会員の皆様方のご

協力により、第5グループガバナー補佐を終了
することができました。感謝をこめてニコニ
コします。

副島　正義さん
前年度最終例会を欠席致しましたところ、

40年在籍の感謝状と記念品まで頂いていまし
た。ただ長く在籍していただけで、このよう
な事は思いもよらず恐縮しました。謝意を込
めてニコニコします。

飯田　満治さん
7月3日豸の鹿子前でのオープンウォーター

スイミング大会では、小川さんに昨年にひき
つづき800mクラスに出場していただきありが
とうございました。またローターアクトクラ
ブからも朝6時から11名のお手伝いをしていた
だきました。感謝申しあげます。大会委員長
としてニコニコします。

◇

ニコニコボックス 合計 58,000円
テーブルボックス 合計 23,000円

本日合計 81,000円

累　　計 81,000円
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（今週の担当：中村　徳裕）
（カメラ担当：有薗　良太）

■会長　梅村　良輔さん
◎RIのテーマ
カルヤン・バネルジーRI会長（インド・バピRC）
は、RIのテーマを発表されました。それは
「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
です。

◎第2740地区のスローガン
これを受けて第2740地区 岩永信昭ガバナー

（長崎北東RC）は、この宗教的・哲学的なRIテ
ーマを深く理解され、それにより推進される
決意を表明。
RIの強調事項として掲げられた ①家族 ②継
続 ③変化　この3つを地区のスローガンとして
運営されます。

◎クラブ運営方針
蘆RI会長並びに第2740地区ガバナーの方針を
順守致します。
蘆前年度、佐世保ロータリークラブは創立60周
年を迎え、数々の意義深い記念事業を成功
裏のうちに運営されました。
そこで本年度、佐世保ロータリークラブのテ
ーマを「70年への第一歩　足元を見つめて」
と致したいと存じます。（足元…原点、基本、
自分自身を見つめなおすetc.  広義での解釈）
蘆本年度は10月に記念すべき“3000回例会”
を迎えます。詳細は未定で、皆様のお知恵
をお借り致したいと存じますが、ゲストや
ご家族もお招きし、楽しい・思い出に残る
夜の例会になればと思っております。
蘆第4，5，6グループのガバナー補佐の会議で、
岩永ガバナーも推奨されているＩＭ（名称
未定）を今年度も開催することになりまし
た。但し、第4グループ（唐津、伊万里）は
独自に開催することに決定。したがって第5，
6グループが合同で開くことになりました。

（時期、内容は未定。主管は第6グループ内
のクラブにて）
蘆各大委員長、小委員長、会員の皆様の創意
工夫を凝らした計画により一年間運営させ
ていただきます。
蘆会員増強では、純増2名の目標でまいります。

皆様のご協力よろしくお願い申しあげます。

◎活動計画

■クラブ奉仕委員長
平尾　幸一さん

■職業奉仕委員長
加納洋二郎さん

■新世代奉仕委員長
松尾　文隆さん

詳細は、クラブ活動計画書をご覧ください。

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

7月13日貉 クラブ協議会
クラブ奉仕委員会（副会長）
社会奉仕委員会、国際奉仕委員会

7月20日貉 会計（予算・決算）


