
会長　梅村　良輔さん
先週土曜日の“忘年家族会”は
皆様のおかげをもちまして盛会
裡に終わることができました。
名誉会員4名フルメンバーの

ご出席をいただき、メンバー・ご
家族等合わせて133名の参加でございました。
クラブ奉仕委員会 平尾大委員長、親睦活
動委員会 円田浩司委員長をはじめ、委員会
の皆様他、携わられた皆様に感謝申しあげま
す。ご協力誠にありがとうございました。
さて、いよいよ今日が本年最後の例会です。
あと10日あまりで本年も暮れようとしていま
す。国の内外とも受難の年でございましたが、
来る2012年が会員各位・ご家族にとってよ
り幸せな年でありますよう、お祈り申しあ
げます。
上期事業報告および下期事業計画の幹事へ
の提出期限が本日までとなっておりますの
で、よろしくお願い致します。
少々早うございますが、皆様どうぞよいお
年をお迎えくださいませ。そして、来年もど
うぞよろしくご指導お願い申しあげます。

○ロータリーソング「我らの生業」

○卓話者
いちよし証券　支店クライアントサービス
室長　羽根　維久夫様
○ゲスト
いちよし証券　
前田　文智様、三浦　桂一郎様
○ビジター
佐世保南RC 柳田　昌洋さん

幹事　田中丸善弥さん

１．ロータリー財団管理委員
東日本震災復興基金日本委員会

委員長　小沢　一彦さん
復興支援に参加できるようにロータリー・
カードを取得し、復興支援のお願いがきてお
ります。カード利用額の0.3％を復興基金と
して利用するよう決定されました。

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
2012年1月のロータリーレート
1ドル＝78円（現行78円）です。

３．日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会
実行委員長　町田　宗俊さん （コザRC）

事務局　G原　信一さん（那覇西RC）
第23回JGFR 沖縄大会ご案内

日時／2012年3月12日豺
午前8時スタート

会場／琉球ゴルフ倶楽部にて
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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 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN 
佐世保ロータリークラブ 



登録料／15,000円
（賞品、懇親会費、通信費ほか）

プレー費／15,000円

４．台南ロータリークラブ
｢季刊誌 2011年No.1」が届きました。
（ご希望の方は回覧よりご自由にお取りく
ださい）

５．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
①ガバナー・ノミニー決定宣言
2013-2014年度ガバナー・ノミニーとして
平戸RC  塩澤恒雄さんに決定しました。
②タイ洪水義援金お礼状
総額1,786,818円　12月15日に送金致し
ました。
③地区ホームページ更新のお知らせ
12月14日、16日、19日、20日です。

６．佐世保中央ロータリークラブ
会長　田代　博之さん
幹事　八重野一洋さん

｢クラブ現況と活動計画書・前年度活動実
績報告書」「創立20周年記念誌」「創立20周
年DVD」（2010年 第20代会長 田雑豪裕さん）
が届きました。

■親睦活動委員会　委員長　円田　浩司さん
17日貍の忘年家族会には多くの
会員の方、ご家族にご出席いただ
き、皆さんのご協力のもと無事に
終了することができました。あり
がとうございました。
恒例の長寿祈願祭並びに祝賀会を下記の日

程で行います。多くの皆様のご参加をよろし
くお願い致します。

日程／平成24年2月1日貉
11:00 祈願祭・記念撮影

亀山八幡宮にて
12:30 例会

佐世保玉屋8階にて
18:30 祝賀会

佐世保玉屋7階文化ホールにて

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
12月22日貅 JR全日空ホテルに
てクリスマス会・11-12年度長崎
国際大学RAC 第64回例会を開催
します。佐世保ロータリークラ
ブより5名の方に参加予定してい
ただきありがとうございます。

立石　徳雄さん、中村　徳裕さん

輪飲会のご案内
新年第1回の輪飲会を

下記の通り開催致しま
す。又、私共のワイン仲
間である安福鴻之助さん
が20年に及ぶワインにかける情熱と、エッセ
ンスを1冊の本『題名　ワインさえあれば憂
い無し』にまとめられ、この度、自費出版さ
れることになりました。
つきましては、折角の機会でございますの
でこの輪飲会にあわせ、ささやかながら出版
会でご披露致したくご案内申しあげます。

日時／平成24年1月25日貉 18:30～
場所／レストラン　れおリオンドール

（佐世保市新港町　TEL 25-8061）
会費／お一人様 8,000円

（記念の本が無償で贈呈されます）

出席委員会　坂本　　敏さん

○出席100％表彰

増本　一也さん
納所　佳民さん
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輪飲倶楽部より

慶　　　祝
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親睦活動委員会　森　　俊秀さん

○結婚記念月のお祝い

井手　常博・見幸　様ご夫妻（3日）
池田　　豊・秀子　様ご夫妻（4日）
土、井　弘志・郁子　様ご夫妻（4日）
中島　祥一・和子　様ご夫妻（8日）
松尾　慶一・富士子様ご夫妻（9日）
山縣　義道・良子　様ご夫妻（13日）

親睦活動委員会　見藤　史朗さん

佐世保南RC 柳田　昌洋さん
久しぶりの参加でニコニコします。

才木　邦夫さん、鬼木　和夫さん
羽根さんの卓話に期待します。

副会長　米倉洋一郎さん
クラブ奉仕委員長　平尾　幸一さん
親睦活動委員長　　円田　浩司さん
先日の忘年家族会は多くの会員の皆さんに
ご協力いただき、無事に終了することができ
ました。怒濤の4ヵ月連続懇親会を乗り切り、
半年間無事に過ぎることができましたのも、
会員の皆様のご理解とご協力のおかげであ
り、心から感謝申しあげます。残された半年
も引き続きよろしくお願い致します。

松本　由昭さん
先週の忘年家族会は、全日本実業団女子駅

伝の我が社のチームの応援で仙台まで行って
おり、欠席してすみませんでした。目標の入
賞はなりませんでしたが、去年を上回る成績
を収めることができました。テレビ等での応
援ありがとうございました。

増本　一也さん
本日エスコートして来られた、三浦桂一郎
さんを歓迎してニコニコします。

増本　一也さん、納所　佳民さん
出席100％表彰ありがとうございます。

土
、
井　弘志さん、井手　常博さん

中島　祥一さん、山縣　義道さん
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

菅沼宏比古さん
誕生祝いをいただきありがとうございま

した。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 15,000円

累　　計 417,000円

◇

『グローバルマーケットの
行方について』

いちよし証券
支店クライアントサービス

室長　羽根　維久夫様

世界経済の先行きに関する3つのシナリオの提示
当面の世界経済は、先進国では輸出は新興

国向けに伸びるも政府の財政赤字削減や家計
の過剰債務圧縮の影響で低成長の長期化、新
興国では中間所得層の台頭や人口の増加によ
る高成長の維持、という二極化した状態が続
く可能性が高いと判断されます。

卓　　話
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（今週の担当：大野　高広）
（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＊

2011年12月28日　指定休会日
2012年 1 月 4 日　指定休会日
2012年 1 月11日　クラブ協議会

※資料は各メンバーへ別途配布


