
会長　梅村　良輔さん
2012年（平成24年）新年明けま
しておめでとうございます。
会員の皆様方におかれまして

は、ご家族ともどもご健勝にて
新年をお迎えになられたことと
存じます。さて、本日より下半期のスタート
でございます。後半も皆様のご協力よろしく
お願い申しあげます。本日と来週はクラブ協
議会です。各委員会の上半期の活動のご報告
をいただきます。下半期のスタートにふさわ
しく、本日よりメンバーが１人増えて76名の
体制になります。

本日、理事会を開催致しましたので、報告
申しあげます。
①インターシティミーティングの件
登録（IMと懇親会）は32名。会議のみ出席
が4名
②第3000回例会決算について
③上半期決算について理事会承認
④指定休会日変更の件
活動計画では5月2日になっていた指定休会
日を2月8日に変更
⑤ロータリー財団よりロータリー・カードコーデ
ィネーター選任の依頼
国際奉仕員か財団奨学委より選出予定

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「それでこそロータリー」

■大久保利博さん
昭和38年10月4日生（48歳）
㈱ティ・プロジェクト
代表取締役

推薦者：安部　直樹さん
福田　金治さん（カウンセラー）

幹事　田中丸善弥さん

１．台南ロータリークラブ他
年賀状が届いております。

２．ラタルク会代表 前川　昭一様
（RI第2580地区RDG）

タイ水害義援金お礼（総額 1,786,818円）が
届きました。

３．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん

地区ロータリー・カード担当責任者
石坂　和彦さん

ロータリー財団ロータリー・カード
コーディネーター
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第1ゾーン 佐原　　元さん
（喜多方RC）

第2ゾーン 関　　博子さん
（東京世田谷中央RC）

第3ゾーン 小林　完治さん
（岡山西南RC）

ロータリー・カード担当責任者選出のお願い
が届きました。

４．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
佐賀北RC 事務局 栗山郁美さん休職のお知
らせ
産休の為、1月1日～3月31日
業務委託先／
佐賀西RC 福岡事務局員（庶務担当）
佐賀南RC 鶴澤事務局員（経理担当）
業務時間／10:00～16:00

５．長崎国際大学ローターアクト
①11月19日貍 国際料理文化交流教室

報告書
②12月22日貅 クリスマス例会報告書
③1月15日豸 烏帽子ドックフェス計画書
④12月月報
が届きました。

■親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん
①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

出欠締め切り／1月18日貉

②テーブルニコニコボックスへ年始祝、残り
半年の激励の意味を込めてお願いします。

③第1回期前理事会
本日 18:30より該当される方の出席と会員
の皆様のご支援をお願いします。

■国際青少年計画・世界社会奉仕委員会
委員長　木村　公康さん

3月3日に行われます、第3470
地区台南RC地区大会に蔡ガバナ
ー支援の為、佐世保RCからも多
くの会員に参加していただきた
いと思います。
台南RCは、佐世保RC 3000回例会にも、30
名近く参加していただきました。佐世保RC
からも、多くの会員が参加したいと思います。
まだ、参加者が少ないので、私が個別にお願
いに回りますので宜しくお願いします。

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
1月15日豸にドッグラン烏帽子
で、烏帽子ドッグフェスを行い
ます。生き物との共存を見つめ
直すということで、10:00～15:00
にイベントを行います。昨年の
佐世保RC60周年事業の犬のふれあいイベン
トと同じような内容です。時間のある方はよ
ろしくお願いします。

西村正一郎さん
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
『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
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親睦活動委員会 土
、
井　弘志さん

梅村　良輔会長
いよいよ本日より下半期突入です。ふつつ
かな会長で皆様ご心配でしょうが、あと半年
どうぞよろしくご指導くださいますようお願
い申しあげます。

安部　直樹さん　福田　金治さん
私たち二人の紹介により入会致します、

大久保利博さんをよろしくお願い致します。

梅村　良輔会長、田中丸善弥幹事
長島　　正さん、浦里　和弘さん
橘F 克和さん、土

、
井　弘志さん

松尾　文隆さん、見藤　史朗さん
坂本　　敏さん、円田　浩司さん
米倉洋一郎さん、芹野　隆英さん
平尾　幸一さん、古賀　　巖さん
中島　祥一さん、松本　由昭さん
有薗　良太さん、円田　　昭さん
納所　佳民さん、鬼木　和夫さん
藤井　　隆さん、玉野　哲雄さん
大久保利博さんの入会を歓迎して。

中島　祥一さん
十日恵比須にて、無事大恵比須をすませる
ことができました。色々お世話になりました。

■梅村　良輔会長
昨年7月2日貍 役員交代式にて飯田前会長

より61年目の会長職を引き継ぎ、「70年への
第一歩　足元を見つめて」とのテーマで半年
間、皆様の絶大なるご支援ご協力のもと運営
をさせて頂いております。
さて、半年間の報告を申しあげます。8月

17日貉に第2740地区 岩永信昭ガバナーをお
迎えしての「ガバナー公式訪問」。9月14日貉
には新たに名誉会長になられた朝長市長、陸
上自衛隊第3教育団 藤田団長、ロック米海軍
佐世保基地司令官をお迎えしての観月例会。
とても和やかな例会でした。今年度最大の例
会として、10月22日貍「佐世保ロータリーク
ラブ第3000回記念例会～60年の歴史と共に」
を開催致しました。姉妹クラブの台南ロータ
リークラブからは蔡横松（Tsai, Heng Sung）
会長、蔡宗欣（Tsai, Chung Chin）第3470地区
ガバナーをはじめ、メンバーご家族合わせて
31名のご参加を頂き、ラホヤロータリークラ
ブからはCharles Hartford幹事をはじめ、メ
ンバー3名のご参加を頂きました。又、第
2740地区から、及び第5・第6グループ各クラ
ブの会長・幹事のご参加。当クラブ名誉会員、
海上自衛隊佐世保地方総監 加藤耕司様ご夫
妻、陸上自衛隊第3教育団長 藤田 穣様、会
員並びにご夫人方。総勢159名のご参加を頂
き、盛会裡に開催できましたことを、偏に
会員の皆様のご協力の賜物と厚く御礼申し
あげます。
なかでも安部パストガバナーによる「佐世
保ロータリークラブ60年の歴史」と台南ロー
タリークラブパスト会長 荘煌山様による「未
来を教えてくれる過去の思い出話」の卓話は、
佐世保ロータリークラブ、台南ロータリーク
ラブのご縁や歴史など教えて頂き、大変有意
義なものでした。
11月16日貉新会員研修会及び歓迎懇親会

を、12月17日貍には忘年家族会を開催致しま
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ニコニコボックス

◇

ニコニコボックス 合計 27,000円
テーブルボックス 合計 32,000円

本日合計 59,000円

累　　計 476,000円
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した。133名の会員の皆様、ご家族の皆様に
ご出席頂きました。担当委員会の皆様をはじ
め、会員の皆様にはご協力頂きまして厚く御
礼申しあげます。
次に会員数に関してですが、昨年7月1日

74名でスタート致しました当クラブ会員数
は、12月31日現在75名でございます。純増2
名の目標でございますので、それ以上の会員
の増強に頑張りたいと存じます。残された半
年間、皆様のご支援ご協力を宜しくお願い申
しあげ、報告にかえさせて頂きます。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■クラブ奉仕委員会
委員長　平尾　幸一さん

クラブ奉仕委員会が担当する
4つの委員会の活動状況および下期活動計画
について報告します。

□出席・例会委員会
委員長　　高橋　理一さん
副委員長　闍瀬　宏滋さん
委員　　　小川　芳寛さん、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、大久保利博さん

出席・例会委員会は、高橋理一委員長のも
と、「出席で何かが変わる！何かを変えよ
う！」のスローガンのもと、新会員の方が熱
心に活動され、皆様をお迎えしていただいて
おります。
上期23回の例会中、最も出席が多かったの
は、10月22日の第3000会例会で、出席者数64
名、出席率85.33％でした。上期の平均出席
者数は54.4名、平均出席率は72.88％でした。

□親睦活動委員会
委員長　　円田　浩司さん
副委員長　納所　佳民さん

委員　　　大野　高広さん、松本　由昭さん
佐藤　丈治さん、久富　洋一さん
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、大久保利博さん

親睦活動委員会は、円田浩司委員長のもと、
SAAや出席例会委員会と協力して、楽しく和
やかな例会、親睦会を運営していただきまし
た。最大のイベントは、台南RCから3１名、
ラホヤRCから3名が参加された、第3000回記
念例会であり、同実行委員会の指導のもと、
成功裡に終えることができました。

□クラブ会報委員会
委員長　　中村　徳裕さん
副委員長　有薗　良太さん
委員　　　松本　由昭さん、大野　高広さん

久富　洋一さん、佐藤　丈治さん

クラブ会報委員会は、中村徳裕委員長を中
心に、週報を発行、佐世保ロータリークラブ
のホームページを更新し、情報を発信してい
ただいております。

□プログラム委員会
委員長　　才木　邦夫さん
副委員長　富永　雅弘さん
委員　　　遠田　公夫さん、大神　邦明さん

プログラム委員会は、才木邦夫委員長を中
心に、各委員会のご協力のもと、16回の卓話
を実施していただきました。新会員4名の他、
クラブ外からお越しの12名には、オランダ、
ベトナム、アメリカ、中国と国際色豊かな卓
話者の他、元オリンピック陸上選手や民間人
からの初の高校校長、放送作家など、多彩な
顔ぶれでした。下期には、新会員以外の会員
の皆様にも卓話をお願いしたいということで
ありますので、ご協力のほど、宣しくお願い
致します。
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■クラブ奉仕委員会
副会長　米倉洋一郎さん

□会員増強委員会

委員長　　円田　　昭さん
副委員長　古賀　　巖さん
委員　　　井上　斉爾さん

【上期事業報告】

期首／2011年7月1日現在 74名
入会／7月 6 日　森　　俊秀さん

（佐世保重工業株式会社）

9月28日　目黒　誠之さん
（東京海上日動火災保険㈱）

退会／7月21日　小川　芳寛さん
（東京海上日動火災保険㈱）

2011年12月31日現在 75名

【下期事業計画】

下期2012年1月1日現在会員 75名
1月11日入会予定　大久保利博さん

（㈱ティ・プロジェクト　代表取締役）

□職業分類委員会

委員長　　山下　尚登さん
副委員長　川冨　正弘さん

【上期事業報告】

上期入会者の職業分類を行いました。
①森　　俊秀さん（7月6日入会）
会社名：佐世保重工業㈱
職業分類：造船
②目黒　誠之さん（9月28日入会）
会社名：東京海上日動火災保険㈱
職業分類：火災保険

【下期事業計画】

１．下期入会予定者について職業分類を行い
ます。また、その後に入会される会員に
対して職業分類を行います。

２．職業分類表を見直し、整理を行い、会員
増強にもつなげたい。

□ロータリー情報委員会

委員長　　岡　　英樹さん
副委員長　佐保　　榮さん
委員　　　西村正一郎さん

【上期事業報告】
１．会員候補者にオリエンテーションを開催
し、ロータリークラブ会員の特典と責務
に関する情報を提供しました。
①日時／平成23年8月31日貉 13:30～
場所／玉屋8Ｆ例会場
会員候補者／目黒誠之さん
②日時／平成23年11月30日貉 13:30～
場所／玉屋8Ｆ例会場
会員候補者／大久保利博さん

２．新会員研修会を開催し、ロータリーに関
する知識を提供しました。
日時／平成23年11月16日貉

16:00～18:20
場所／レオプラザホテル佐世保
受講者／大野高広さん、久富洋一さん

闍瀬宏滋さん （以上2回目）

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

（以上1回目）
講師／福田金治さん

「ロータリーの基礎について」
立石徳雄さん
「米山記念奨学会について」
才木邦夫さん
「私とロータリー」

【下期事業計画】
会員候補者にオリエンテーションを開催し、

ロータリークラブ会員の特典と責務に関する
情報を提供します。

□雑誌・文献記録委員会

委員長　　佐々木秀也さん
副委員長　玉野　哲雄さん
委員　　　立石　徳雄さん、山下　　登さん

松本　英介さん
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（今週の担当：松本　由昭）
（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＊

1月18日貉 クラブ協議会
社会奉仕委員会、新世代奉仕委員会
国際奉仕委員会

【上期事業報告】

月1回、ロータリー3分間情報を入会歴3年
未満の会員より「ロータリーの友」「ガバナ
ー月信」等から、会員の皆様に良い情報を提
供しました。

【下期事業計画】

上半期に実施した要領で、下半期も良い情
報を提供したい。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■職業奉仕委員会
委員長　加納洋二郎さん

□職業奉仕委員会
委員長　　森　　信正さん
副委員長　東　陽三郎さん
委員　　　円田　三郎さん、副島　正義さん

現在の目標として、4月に例会卓話及び職
場訪問を行いたいと考えております。会員相
互の職業奉仕のあり方を見つめ直す場を提供
して参りたいと考えます。

幹事　田中丸善弥さん

ロータリー・カードで東日本の
復興支援を！
問われているロータリアンの価値観

ロータリー財団管理委員会は、
東日本震災復興基金日本委員会を設置し、7
月1日から復興支援プロジェクトを広範に進
めていますが、次いでロータリー・カードの
ロイヤルティー（カード利用額の0.3％および
ゴールドカードの年会費10,500円のうちの

3,000円）も復興基金に寄付することを正式に
決定しました（2012年12月31日まで）。RIは
日本の震災復興も主要な課題と捉えていま
す。したがって、この期間の日本でのロイヤ
ルティーはポリオ撲滅には寄付されません。

※ロイヤルティーは、会員の負担はなくカード
会社が負担

「チリも積もれば山となる」の例えのよう
に、ロイヤルティーは、利用額の0.3％で少
額のように思われますが、「日本のロータリ
アン9万人が1人1万円を現金で支払うところ
をロータリー・カードで決済することで、270
万円が復興基金へ寄付されます」
（1万円×0.3％）×90,000人＝270万円

被災地の皆さんとライフラインを共有し、

私たちの日常生活を支えるライフラインで被

災地の支援をしましょう。

創立60周年記念行事実行委員会
記録誌委員会　才木　邦夫さん

2月発行を目標に取り組んでい
ます。記念誌は当初の予定通り
A4版120ページぐらいになりそ
うです。今回のメインである記
念事業のページや会員一言メッ
セージも出そろいました。今のところ、200
部ぐらいを考えています。ご協力ありがとう
ございました。

ロータリー3分間情報

その他の報告


