
姉妹クラブである台南ロータ
リークラブ 1983-84年度会長
蘇達雄様（クラブネーム：ドラゴ
ン）（1973年12月入会・享年80歳）
が、9月19日に永眠されました。
ここに生前のご厚誼に感謝し、ご冥福をお祈
り致します。
佐世保RCの30周年、35周年のご来訪には

団長として、ご尽力いただきました。

会長　梅村　良輔さん

大震災・原発事故・なでしこ
JAPAN・総理交代・台風 etc. 目ま
ぐるしく季節は移り行き、お彼
岸には、毎年必ず返り咲く彼岸
花“曼珠沙華”も色あせて、全
国の神様が出雲へ集まられる神無月に入り
ました。何をするにも爽やかな季節でござ
います。
当クラブ「3000回記念例会」も今月22日に
迫って参りました。台南RCからは、33名の
ご来訪。ラホヤRCからは、2～3名おいで頂
く予定でございます。粛々とその準備、よろ
しくお願い申しあげます。

本日は、記念例会へ向けての委員会タイム
を設けておりますので、メンバー全員で参加
意識を共有致しましょう。

本日の理事会の報告を致します。
①台南ロータリークラブ 1983-84年度会長
蘇達雄様が9月19日にご永眠されました。
ご冥福をお祈り申しあげます。
②新会員研修会並びに歓迎懇親会について
日時／平成23年11月16日貉 16:00～　
場所／レオプラザホテル佐世保にて
③第3000回記念例会について
タイムスケジュール再確認

④平戸街道みちしるべ俵町設置看板の問題点
について
⑤第2740地区交換受入学生に対する資金援助
について
⑥長崎県協同募金会への協力について
⑦ＩＭ（平成24年1月28日）人頭分担金に関して

今年も残すところ80余日となりました。仕
事にロータリー活動にがんばりましょう。

有田ロータリークラブ 会長　深川　祐次さん

佐世保ロータリークラブの皆様、お世話に
なっております。本日は、有田ロータリーク
ラブの50周年式典のご案内に参りました。
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会　長　挨　拶
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 

会　長蘆梅村　良輔　　　幹　事蘆田中丸善弥 
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1961年6月、佐世保ロータリークラブ様を
スポンサーとして誕生して早51年、会員減少
に悩みながらも日々精進しております。どう
ぞよろしくお願い致します。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
有田RC 会長 深川　祐次さん

橋口　光彰さん

ロータリー米山記念奨学会

鬼木和夫さんへ　
米山功労者（第2回マルチプル）感謝状贈呈

副幹事　芹野　隆英さん

１．譛ロータリー米山記念奨学会

10月米山月間資料が届いています。
①「豆辞典」ロータリー米山記念奨学事
業・豆辞典…全会員用（セルフボック
スに入れております）

②クラブ米山記念奨学委員長の手引き
…クラブ委員長用

③寄付マニュアル…事務局用
④2010年度事業報告書…クラブ用
⑤事業報告書統計・資料編…クラブ用
⑥2010年度決算報告…クラブ用、委員長用
⑦追加資料申込書

２．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
ロータリーの友地区代表委員

古川　信利さん
『ロータリーの友』事務所より、12月号で

「家族月間」に関する特集記事募集

特集テーマ：「私の家族」コメント100字
程度、写真

：「私の3ツ星グルメ」100字
程度、写真、レシピ

：「私の愛用品」50～100字
程度、写真

原稿締め切り：10月27日貅
送付先：ロータリーの友事務所又は

yamana@rotary-no-tomo.jp
（山名宛）

３．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ

9月28日、29日、10月3日です。

４．諫早ローターアクトクラブ
会長　大代めぐみさん

地区代表公式訪問例会のご案内

日時／平成23年11月9日貉 点鐘19:30～
場所／水月楼（諫早市）にて

ロータリー情報委員会
委員長　岡　　英樹さん

新会員研修会のご案内

日時／平成23年11月16日貉
16:00～18:20

場所／佐世保レオプラザホテ
ルにて
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委 員 会 報 告
幹 事 報 告

その他の報告

例 会 記 録
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受講者／
○受講回数　2回目（4名）
大野　高広さん、久富　洋一さん
佐藤　丈治さん、闍瀬　宏滋さん
○受講回数　1回目（8名）
山田　眞弘さん、浦里　和弘さん
中川　知之さん、土

、
井　弘志さん

坂本　　敏さん、見藤　史朗さん
森　　俊秀さん、目黒　誠之さん

新会員の方は2回、この研修を受けること
になっております。ご多忙のこととは存じま
すが、万障お繰り合わせの上、ご出席くださ
いますようお願い申しあげます。
尚、当日は新会員研修会終了後、親睦活動
委員会のお世話で、新会員歓迎懇親会が開催
されますので併せてご出席ください。
詳細につきましては、改めて事務局よりご
案内があります。

松尾　文隆さん

年会費の振込用紙をセルフボックスに入れ
ております。ご入金の程よろしくお願い致し
ます。

親睦活動委員会　土
、
井　弘志さん

有田RC 会長　深川　祐次さん

今日は有田ロータリークラブ50周年のPR
に来ました。皆様よろしくお願い致します。

有田RC 橋口　光彰さん

今日はお世話になります。よろしくお願い
致します。

梅村　良輔会長

有田ロータリークラブ 深川会長のご来訪を
歓迎します。

井手　常博さん
9月29日、栄・常盤地区市街地再開発事業

の起工式を行う事が出来ました。関係各位並
びに皆様方に感謝申しあげます。

■佐世保ロータリークラブ
第3000回記念例会プログラムについて

副会長　米倉洋一郎さん
18:00 参加者全員で集合写真撮影
〔例会〕

１．点鐘
２．国歌「君が代」
ロータリーソング
「R-O-T-A-R-Y」斉唱

３．ゲスト及びビジターの紹介
４．会長挨拶及び報告
５．幹事報告
６．記念品贈呈
７．卓話
第1部：台南RC  パスト会長 莊煌山さん
第2部：安部直樹パストガバナー

８．出席報告
９．次会例会案内
10．点鐘

親睦活動委員会委員長　円田　浩司さん
〔懇親会〕

１．会長挨拶
２．乾杯

～歓談～
３．余興（30分）

サンディトリップ演奏
～歓談～

４．万歳三唱
５．解散

ニコニコボックス

朗 遊 会 よ り

ニコニコボックス 本日合計 8,000円

累　　計 248,000円

◇

第3000回記念例会タイム
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（今週の担当：中村　徳裕）
（カメラ担当：久富　洋一）

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＊

長崎県立波佐見高等学校

校長　下春
しもはる

雄二
ゆうじ

様

「民間人校長として思うこと」

■台南RC、ラホヤRC担当委員会報告

国際奉仕委員長　福田　金治さん

台南RCよりは、葵横松会長以
下、会員・家族を含めて33名の
方が出席されます。ラホヤRCよ
りは、本日（5日）現在で、吉田
博会員が出席予定で、あと数名
の方が出席されるかもしれないという連絡が
入っております。
台南RCの方は、20日に来日され、別府方

面を観光後、21日夕刻にJR全日空ホテルに到
着されます。22日、当クラブ3000回例会出席
後、23日には平戸方面を観光後、福岡に行か
れて北九州・福岡を観光、25日に帰国の予定
です。
ラホヤRCの吉田会員は、22日午前中にJR

全日空ホテルに到着され、当クラブ3000回例
会に出席されます。23日には、福岡空港より
シンガポールに行かれます。

私共が台南RCを訪問しますと大歓迎をし
て頂きますので、21日、JR全日空ホテルにて
台南RC歓迎食事会を行います。
案内状が来た会員におかれましては、ご都
合のつかれる方は出席の程、よろしくお願い
いたします。
以上、台南RC、ラホヤRC担当委員会の報

告と致します。

例会日時／平成23年10月19日貉　12：30～ 通常通り例会 

例会日時／平成23年10月22日貍 
　　　　　　記念撮影の為　18：00 集合 
　　　　　　例会開始時間　18：30～ 
会　　場／九十九島観光ホテル 
　　　　　　佐世保市鹿子前町740　TEL（0956）28-2111 
 

例会変更のお知らせ並びに 
第3000回記念例会写真撮影のお知らせ 

＊22日送迎バスの時間も変更いたしますのでご注意下さい。　 
　　17:30 ㈱十八銀行佐世保駅前支店前 → 17:35 京町永田ビル 
　→17:40 松浦町国際通り公務員ビジネス付近 → 17:50 ホテル着　 
 　　＊通過予定時刻ですので、道路混雑状況で変化します。 

記 

例 会 日／平成23年10月26日貉　例会はございませんのでご注意下さい。 


