
会長　梅村　良輔さん
過日の「佐世保ロータリーク

ラブ第3000回記念例会」は、本
当に会員の皆様のお陰様をもち
まして成功裡に開催することが
できました。誠にありがとうご
ざいました。
また、遠方よりご出席いただきました「台
南ロータリークラブ」の皆様方、「ラホヤロ
ータリークラブ」の皆様方、地区及び第5、
第6グループのご参加いただきました皆様方
にも厚くお礼申しあげる次第です。
いよいよ11月に入り、本年も余すところ2

ヵ月となりました。16日貉には次々年度会長
を決める会長指名委員会と新会員研修会及び
歓迎懇親会が、19日貍には、我がクラブがス
ポンサーさせて頂いた有田ロータリークラブ
が「創立50周年式典」を開催されます。誠に
おめでとうございます。

本日理事会を開催いたしました。議題は、
①岩永ガバナーより東日本大震災義捐金のお
願いの件
②12月7日に予定の年次総会の件
この場で会長ノミニーの発表及び、長島会

長エレクトより次年度の理事、役員の発表
がある予定です。
③福田金治会員より出席規定適用免除申請提
出の件
④観月例会収支報告の件
⑤12月17日予定の忘年家族会の件　etc. 
以上、ご報告申しあげます。

秋もたけなわ、寒暖の差により体調を崩し、
風邪が流行ってくるシーズンでもあります。
今年は東日本大震災の影響でインフルエンザ
のワクチンが品薄と聞いております。早めに
接種されてくださいとのことです。くれぐれ
もご自愛ください。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
有田RC 会長　深川　祐次さん

創立50周年式典実行委員長
嘉村　泰幸さん

前年度地区幹事 酒井田正宏さん
佐世保南RC 太田　博道さん
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※前々々回（10月12日）の出席・欠席・メークアップの数字を訂正します。

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） 
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幹事　田中丸善弥さん

１．台南ロータリークラブ
会長　蔡横松さん（Yoko）
前会長　莊煌山さん（Leada）

第3000回例会お礼状が届きました。

２．第5グループガバナー補佐
山本　浩平さん

第3000回例会お礼状が届きました。

３．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
①第2520地区東日本大震災被災状況について
②ロータリー財団
クラブ卓話用PPモデル「ロータリー財団
と友達になろう」資料差し替え案内
③2013年度規定審議会　立法案投票決議に
ついて
佐賀ロータリークラブより制定案提出
反対の場合のみ期限までに地区へ提出
期限日：2011年11月18日まで

④2011年11月ロータリーレート
1ドル 78円（現行78円）

４．地区ロータリー財団委員会
財団認証ポイントの変更内容についてご連絡
自分の認証ポイントを移譲することによ
って、自分以外の人をポール・ハリス・フ
ェローまたはマルチプル・ポール・ハリス・
フェローにすることができます。

５．地区ホームページ更新のお知らせ
10月20日、28日、31日です。

６．島原ローターアクトクラブ
会長　古瀬　真弓さん

一泊懇親会のご案内
日時／平成23年12月3日貍～4日豸

点鐘 13:00～
場所／佐世保青少年の天地にて
登録料／（両日）4,000円　

（1日目のみ）2,000円

７．長崎北ロータリークラブ
会長　小野原卓嗣さん

長崎北ローターアクトクラブ
会長　濱　佑子さん

RAC公式訪問例会のご案内
日時／平成23年11月23日豢

受付 13:30 点鐘 14:00
場所／平安閣サンプリエールにて
登録料／1,000円

有田RC
創立50周年式典実行委員長 嘉村　泰幸さん
有田ロータリークラブ「創立50周年記念事

業」のご案内に伺いました。

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
先週10月27日貅にJR全日空ホ

テルで、第60回のローターアク
トの例会がありました。今回、
長富委員長、安福さん、福田さ
ん、増本さんに出席していただ
き、ありがとうございました。
今回の例会は、長富委員長の卓話で、歯に
ついての卓話を30分間していただき、和やか
な雰囲気の中、ローターアクトメンバーの学
生さん達は、しっかりと卓話に集中されてい
ました。さすがに、歯の健康の卓話で私もし
っかりと歯の定期検診に行こうと思いまし
た。総評を安福さんにしていただきまして、
誠にありがとうございます。
次回のローターアクト例会は、11月16日貉
に行われますが、次回の例会はロータリーの
例会と重なりますので、その次の例会の時に
お時間のあるロータリアンの皆様、よろしく
お願いします。
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■親睦活動委員会　委員長　円田　浩司さん
第3000回記念例会への皆様の

ご協力ありがとうございました。

大神　邦明さん
「フライング・ヌーヴォの会」のご案内
日時／平成23年11月16日貉

新会員歓迎懇親会終了後
場所／㈱中央館チェーン2階 GYM

（佐世保市島地町2-1）
会費／1,000円

親睦活動委員会　納所　佳民さん

有田RC 会長 深川　祐次さん
創立50周年式典実行委員長 嘉村　泰幸さん
前年度地区幹事 酒井田正宏さん
本日はお世話になります。50周年よろしく
お願いします。

佐世保南RC 太田　博道さん
おくればせながら3000回例会、おめでとう
ございます。

梅村　良輔会長
有田RCより11月19日に開催されます「創

立50周年式典」のご案内に来訪されました。

前年度地区幹事 酒井田様、会長 深川様、式
典実行委員長 嘉村様、ご盛会をお祈り申し
あげます。

梅村　良輔会長
10月22日に開催されました「佐世保ロータ
リークラブ第3000回記念例会」は、皆様方の
ご協力のおかげで無事終了する事ができまし
た。本当に有り難うございました。

梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
芹野　隆英副幹事、高橋　理一さん
土
、
井　弘志さん、浦里　和弘さん
円田　浩司さん、山田　眞弘さん
F瀬　宏滋さん、橘F 克和さん
平尾　幸一さん、見藤　史朗さん
納所　佳民さん、佐藤　丈治さん
大野　高広さん、鬼木　和夫さん
森　　俊秀さん、中川　知之さん
古賀　　巖さん
坂本　敏さんの卓話に大いに期待してい

ます。

西村正一郎さん（紹介会員）
坂本　敏会員の卓話を楽しみにしておりま
す。新会員として、しっかり役目を果たして
ください。

溝口　尚則さん
11月より長男が上海の設計事務所に入りま
した。ホッとしています。

円田　浩司さん（親睦活動委員会委員長）
先月22日の第3000回例会におきましては、

多くの会員の皆さんをはじめ、総勢160名の
方にご参加いただき、無事に終了することが
できました。まだ、一年間の半分も過ぎてい
ないのが信じられないぐらいに疲れました
が、これからも親睦活動委員会一同、精一杯
頑張りますので、皆様方の多大なるご理解と
ご協力をよろしくお願い致します。

増本　一也さん
昨日より佐世保おくんちが始まりました

が、先日より皆様にご購入をお願いした桟敷
席券もお陰様で完売致しました。KTNの浦
里さんには、PRの為TVに生出演させて頂い

輪飲倶楽部より

ニコニコボックス

恒例の佐世保おくんちに飛び入り参加した、
長崎国際大学ローターアクトクラブの3人娘

〈踊り町は島瀬町自治会（立石徳雄会長）〉
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（今週の担当：大野　高広）
（カメラ担当：有薗　良太）

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＊

卓話予定者
佐世保市企画部
国際交流員　黄宝珍さん

たり、NCCの土
、
井さんや長崎新聞の才木さ

んにもお世話になりました。明日も朝10時か
ら奉納踊りがありますので、よろしくお願い
します。

有薗　良太さん
結婚記念日（10月）のお祝いありがとうご

ざいました。

大野　高広さん
全国ユース会金沢大会出席のため、記念す
べき3000回例会を欠席せざるを得ませんでし
た。誠に申し訳ございません。3001回以降は
出席100％を目指して頑張ります。

納所　佳民さん
約1ヵ月振りに例会出席します。第3000回

例会は商工中金ユース会全国大会で金沢に行
って出席できませんでした。皆様には大変申
し訳ありません。10月分のメークアップは、
佐世保市内、東西南北の4つのクラブでメー
クアップしました。今後共、よろしくお願い
します。

『仕事、仕事、仕事、
ちょこっとゴルフ』

会員　坂本　　敏さん

本日、資料としてチラシと職歴が書かれた
紙一枚を用意しております。年代をおって説
明し、どのような仕事か、どのような悩みか
を話していきたいと思います。

本業の坂本美容室は美容室の経営として柱
になっております。現在17店舗でございます。
主に佐世保、長崎地区で、遠い店舗では鳥栖
に1店舗あります。もう一つの、ヘアーエン
ポリオは、坂本美容室の各店へ材料を卸す仕
事がメインです。それと介護美容師と書いて
いますが、このロータリーにいらっしゃる池
田理事長の特老で、東浜の音羽の浜へ、週に
一度訪問してカットをさせて頂いています。
他に4～5の施設に行っております。〈中略〉
仕事に邁進し、軌道に乗せるまで様々な苦
労がありましたが、やっと余裕が出てきて、
ゴルフをするようになりました。確かこの年、
2009年は年に100回ぐらいラウンドするよう
になったと思います。2010年の2月には、見
事シングル祝いをして貰いました。その時に
話をした内容が、ゴルフはメンタルなスポー
ツ、余裕がないと上達しないと、そんな話で
した。今でも、ゴルフ中に仕事のTELが鳴っ
たりするとスコアが急に悪くなったりしま
す。まだまだ修行が足りんと思いますが…。
でもやはり明日がゴルフという時は、前日仕
事はかなりはかどります。能力が2倍になれ
るような気がします。〈中略〉
今年はゴルフの年にしようと思っていまし
たが、住吉・新大工・三ヶ町のスクラップ&
ビルドをしなければいけなくなり、秋口より
大変忙しくなりました。

※紙面の都合上、一部割愛しております。

ニコニコボックス 本日合計 42,000円

累　　計 324,000円

◇

卓　　話


