
会長　梅村　良輔さん
昨日は、日本中が関心を持って

見ていた「社会保障と税の一体改
革関連法案」8法案の採決が衆議院
で行われ、賛成多数で可決。参議
院へ送られることになりました。
8法案の中でも最も注目を集めていた「消費

増税法案」が参議院で可決されましたら、H26
年4月から8%に、H27年10月からは10%に引き上
げられることになります。引き上げ直前の駆け
込み需要はあると思いますが、消費マインドの
落ち込みも考えられます。いずれにせよ、国内
の山積している諸問題、近隣諸国・諸外国との
外交問題 etc…。我が国の舵取りの難しさを察
する次第です。
さて本日は、本年度の最終例会でございま

す。先週に引き続きましてクラブ協議会でご
ざいます。職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、
新世代奉仕委員会、国際奉仕委員会のご報告
を頂きます。
今後のスケジュールですが、6月30日貍役員

交代式。7月10日貂に監査を受け、同日第13回
最終理事会を開催。翌11日の例会時に会計報告
を致す予定になっています。
昨年3月12日 PETSに出席、7月6日の第1回例
会から数えて47回目の例会。会員皆様のご協力
のおかげで無事に、大過無く終了できましたこ
と、心より感謝申しあげます。
今後も一会員として微力ではございますが頑
張って参りますので、ご交誼の程宜しくお願い
申しあげます。有り難うございました。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
佐世保南RC パスト会長　金子　卓也さん

会長　馬郡　謙一さん
幹事　角　　康隆さん

西沢　雅幸さん
山口　嘉浩さん
桟　　宗利さん

幹事　田中丸善弥さん

１．第2740地区ガバナー事務所
佐藤　千壽様より書籍謹呈

「黄金の十字架・茨
イバラ

の冠
カンムリ

」

「泥中
デイチュウ

の蓮
ハス

―ビチャイ・ラタクルRI 会長の
ロータリー思想」

「東坡行
トウバギョウ

」

「渾沌
コントン

―活力再生の道―」
「他山の石」
「友を選ばば」
（ご閲覧頂く場合は、事務局までお申し出ください。）

２．武雄ロータリークラブ会長 花田　晴年さん
RYLA実行委員長 宮崎　幸久さん
第33回 RYLA記録DVD送付について
（ご閲覧頂く場合は、事務局までお申し出ください。）
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幹 事 報 告

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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３．佐世保西ロータリークラブ
実行委員長　西浦　隆洋さん
競技委員長　山本　茂雄さん

佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会決算の件

４．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
6月26日です。

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　劉　本　淳さん

7月8日オープンウォータースイミング大会ボラン
ティア計画書が届きました。

６．長崎県障害者福祉事業団　つくも苑
機関紙「展海」が届きました。

■次年度親睦活動委員会
委員長　中村　徳裕さん

2012-2013年度 佐世保ロータリーク

ラブ役員交代式並びに記念懇親会

のご案内

日時／平成24年6月30日貍 18:30～
場所／〔役員交代式〕

佐世保玉屋8階文化ホール
〔記念懇親会〕
佐世保玉屋7階文化ホール

会費／会員10,000円、ご夫人5,000円

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
皆様こんにちは、ローターアクト
委員会の闍瀬です。今回の報告は
来月より委員会の交代で、長富委
員長から高橋委員長にかわります。
高橋さんは、几帳面で細かいこと
に気づき、委員長になられたらローターアクト
メンバーも今よりもしっかりと活動していける
と思います。私自身何もできていませんでした
ので、今後のローターアクトの発展を楽しみに
しています。高橋委員長よろしくお願いします。
本日18:30よりローターアクトの新旧委員の話
し合いがあります。出席者は、増本委員、長富
委員長、安福委員、闍田委員、高橋委員長、佐
藤委員、見藤委員、私が出席いたします。

6月28日 18:30よリハウステンボスホテルオー
クラで、ローターアクトの例会が行われます。
あと、7月8日にウォータースイミングが実施され
ます。お時間のある方はよろしくお願いします。

■次年度公共イメージ委員会
委員長　木村　公康さん

海をきれいに“ビーチ・クリーン
アップ”への参加ご協力について
日時／平成24年7月16日（祝・月）

※雨天決行、荒天中止
集合 8:30
清掃活動 9:00から1時間程度

実施場所／鹿子前地区
（西海パールシー、鹿子前海水浴場）

久富　洋一さん
私は平成22年9月に、この歴史と
伝統のある佐世保ロータリークラブ
へ入会させて頂きました。ロータ
リークラブへの入会は今回が初め
てでしたが、若輩者の私に対しての皆様の温か
いご指導とご助言によりロータリアンとしての
一歩を踏み出すことが出来ました。この2年間
のうちに出席例会委員会、親睦活動委員会、ク
ラブ会報委員会で諸先輩の皆様と楽しく様々な
活動をさせて頂きました。
2年間という短い期間ではありましたが、

3000回例会など大きな行事にも携わることが出
来ました。毎週例会に出席し、諸活動をご一緒
させて頂く中で、皆様がロータリアンとして奉
仕の理想に基づき、佐世保の街の発展と地域の
方々への思いやりと助け合いを実践されている
ことを実感する事が出来ました。
今私は佐世保ロータリークラブに入会させて

頂いたことを誇りに思っています。また私自身
大きく成長させて頂いたことに心より感謝いた
しております。
私事ではこの佐世保での2年間のうちに楽し

い思い出や辛い思い出もありましたが、辛い時
期に梅村会長をはじめ皆様から頂いた温かい言
葉が今でも忘れられません。
これからも佐世保ロータリークラブで培った

奉仕の精神を胸に行動して参りたいと思いま
す。2年間大変お世話になりました。有り難う
ございました。
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退 会 挨 拶
委 員 会 報 告
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豊漁会　有薗　良太さん
豊漁会を開催いたします。参加希望の方は、

有薗までご連絡ください。
日時／平成24年7月7日貍 6:30集合
場所／サンライズマリーナ佐世保

出席・例会委員会　委員長　高橋　理一さん

○ホームクラブ100％出席表彰

闍田　俊夫さん

親睦活動委員会　坂本　　敏さん

○結婚記念月のお祝い

見藤　史朗・美智子さんご夫妻（2日）
森　　信正・佳崇子さんご夫妻（15日）
富永　雅弘・美智子さんご夫妻（18日）
幸良　秋夫・幸子　さんご夫妻（20日）

親睦活動委員会　委員長　円田　浩司さん

佐世保南RC
金子　卓也さん、西沢　雅幸さん
山口　嘉浩さん、桟　　宗利さん
梅村会長、１年間大変ご苦労様でした。１年
の労に対して敬意を表し、ニコニコさせて頂き
ます。佐世保南RC後援会一同。

佐世保南RC
次年度会長　馬郡　謙一さん
次年度幹事　角　　康隆さん
１年間の締めくくりの例会に訪問させて頂き
ました。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、それぞれにご
活躍ご慰労申しあげます。又、記念すべき3000
回例会では大変お世話になりました。
次年度は、今まで以上にお世話になる事と思
いますが、長島　正会長、加納洋二郎副会長、
円田　浩司幹事をはじめ、佐世保クラブの皆様
のご指導をよろしくお願い申しあげ、ニコニコ
いたします。

梅村　良輔会長
佐世保南RCの重鎮の皆様、揃ってご来訪頂

きまして誠に有り難うございます。今後共、ク
ラブの垣根を越えてご交誼の程、よろしくお願
い申しあげます。

久富　洋一さん
２年間大変お世話になりました。今後とも奉
仕の精神を胸に頑張って参ります。ありがとう
ございました。

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
１年間大変ありがとうございました。皆様の
おかげで何とか例会を進行する事ができまし
た。心より感謝申しあげます。来週から寂しく
なるかなぁ～。

田中丸善保さん
梅村会長、幹事の皆様、１年間大変お疲れ様
でした。

芹野　隆英副幹事
皆さん、お気付きでしょう

か？本日より事務局 山田さ
んの制服が新しくなりまし
た。お似合いと思いますので、
よく見て帰ってください。

池田　　豊さん
誕生祝いをいただき、ありがとうございます。

慶　　　祝

豊 漁 会 よ り

ニコニコボックス

Nice smile!
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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＊

2012-2013年度佐世保ロータリークラブ
クラブ協議会

藺次年度会長
藺クラブ奉仕部門管理運営委員会
藺職業奉仕部門会員増強委員会

見藤　史朗さん、富永　雅弘さん
幸良　秋夫さん
結婚記念日の祝いありがとうございました。

平尾　幸一さん、円田　浩司さん
高橋　理一さん
親睦活動委員会の事業ならびにニコニコボッ
クス、出席・例会委員会に１年間多大なるご協
力をいただきましてありがとうございました。

国際ロータリー第2740地区
2012-2013年度地区大会のご案内

と　き／2013年4月6日貍・7日豸
ところ／佐賀市文化会館にて

（佐賀市日の出1丁目21-10）
ホストクラブ／佐賀北ロータリークラブ

■職業奉仕委員会
委員長　加納洋二郎さん

○職業奉仕委員会

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■社会奉仕委員会
委員長　石井　正剛さん

○社会奉仕委員会 （今週の担当：大野　高広）
（カメラ担当：有薗　良太）

■新世代奉仕委員会
委員長　松尾　文隆さん

○インターアクト・青少年活動委員会
○ローターアクト委員会

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■国際奉仕委員会
委員長　福田　金治さん

○国際青少年計画・世界社会奉仕委員会
○財団奨学・米山委員会

詳細は、クラブ活動報告書に掲載しますの
でご覧ください。

ニコニコボックス 本日合計 30,000円

累　　計 935,000円

◇

2011-2012年度無事終了いたしました。

お 知 ら せ



2012～2013年度 役員交代式 とき／平成24年6月30日貍 ところ／佐世保玉屋8階文化ホール

2012～2013年度 記念懇親会 とき／平成24年6月30日貍 ところ／佐世保玉屋7階文化ホール

来賓挨拶
名誉会員

海上自衛隊佐世保地方総監
吉田正紀様

2011～2012年度
会長挨拶
梅村良輔さん

2012～2013年度
新会長挨拶
長島　正さん

前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈
「お疲れ様でした」

地区委員紹介

司会　中島祥一さん

新役員、理事並びに監事紹介

司会
中村徳裕さん

新会長挨拶　長島　正さん

表彰
ゴルフ大会優勝者
田中丸善保さん

乾杯
名誉会員

米海軍佐世保基地司令官
チャールズW.ロック様

万歳三唱
次年度会長
石井正剛さん

余興
女性ヴァイオリンユニット（P-BA）

手に手つないでつくる友の輪…

会長バッヂ及び鐘の伝達

乾杯風景

長崎国際大学RACメンバーも参加

副会長米倉洋一郎さんご苦労様でした！

いよいよ2012～2013年度のスタートです！


