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　今年度の佐世保RCの運営方針の一番目に
退会防止と会員増強（純増3名）をあげてい
ます。その為の心構えとして、

○一人の退会者も出さない努力をしよう。
○会員同志の絆を大切にしていこう。
○�委員会メンバーへの関心をお互いに深め
合おう。
○そして、仲間を増やしていこう。

　に努めていこうと思っています。
　常に会長の会員増強スイッチをONにして
頑張っていきます。会員の皆様方のご協力
をお願いします。

　さて、本日の例会は、鴨川　潔�第5グルー
プガバナー補佐訪問とクラブ協議会となっ
ています。本年度のクラブ運営方針を会長
の私から、そして委員会活動計画について
は各担当委員長の皆様方からそれぞれ説明
して頂き、最後に鴨川ガバナー補佐に講評
をお願いいたしております。
　スムーズなクラブ協議会の進行になりま
す様にお願いをして挨拶と致します。宜し
くお願いします。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

� 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。
　うだるような暑さが続いて
います。最高気温が30℃を超
えると真夏日、35℃を超える
と猛暑日と言うそうですが、
日本全体が連日の猛暑日になってしまって
いる今日この頃です。一部には38℃超えの
場所も出てきています。水分を充分に取っ
て、熱中症対策や体調管理に気をつけてく
ださい。元気にこの夏を乗り切って頂きた
いと思います。
　今日から8月に入りました。今月は「会
員増強・拡大月間」になっています。7月14
日に武雄センチュリーホテルで開催されま
した、「クラブ奉仕・会員増強セミナー」で
第3ゾーンの井上暎

て る お

夫ロータリーコーディネ
ーターが、「増強の核心はクラブの活性化よ
り」と訴えておられました。「会員増強の決
め手はクラブ会長と会員増強拡大委員長の
やる気にかかっている。とりわけ、クラブ
会長の会員増強スイッチをONにして頑張っ
てもらいたい」と述べられていました。
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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
　　7月30日です。

■ロータリー財団委員会
	 委員長　藤井　　隆さん

台南RC姉妹クラブ締結訪問に
ついて
【日程】
平成24年11月19日㈪〜21日㈬
　19日夜　台南RC例会出席
　　　　　姉妹クラブ締結〔台南泊〕
　20日　　台南→台北
　　　　　ゴルフ、観光
　21日　　ゴルフ、観光　　夕刻帰国

　概算予算は約10万円（エコノミー）、8月中
に正式に参加者募集の案内をいたします。

■ローターアクト委員会
	 委員長　高橋　理一さん
　8月9日㈭�18時30分からホテ
ルオークラJRハウステンボスに
おいて、長崎国際大学RAC第
74回例会が開催されます。今
回の卓話者は、長崎RCの藤岡
良規さんです。
　また、8月11日㈯松浦公園で実施されます
松浦公園夏祭りに、劉本淳会長以下8名が、
子供の花火の監視や出店のスタッフとして
参加します。

� 親睦活動委員会　坂本　　敏さん

佐世保南RC　池田　敏章さん
　本日はお世話になります。長島丸がスム
ーズなスタートを切られて1ヵ月、お喜び申
しあげます。加納さん、円田さん一年間大
変でしょうがご健闘をお祈りします。

○ゲスト
　第2740地区
　第5グループガバナー補佐　鴨川　　潔さん

（佐世保西RC）
○ビジター
　佐世保南RC
　　池田　敏章さん、太田　博道さん
　佐世保西RC
　　西浦　隆洋さん、副島　洋平さん

� 幹事　円田　浩司さん

１．国際ロータリー日本事務局
　　理事指名委員会招集者	若林　紀男さん
　�2014-16年度に任期を務める理事候補者の
選出する第3ゾーン指名委員会への推薦に
ついて
　　期限日：9月15日

２．第2740地区ロータリー財団委員会
　①グローバル補助金奨学生募集要項
　　　選考会期日／2012年9月2日㈰
　　　場所／西九州大学
　②新地区補助金奨学生募集要項
　　　選考会期日／2012年9月2日㈰
　　　場所／西九州大学

　�留学は2013年7月1日から2014年6月30日
までの新学期から開始
　�地区ホームページのロータリー財団ぺー
ジおよびダウンロード（各種ダウンロード
ページ）からご覧いただけます。

３．第2740地区ロータリー財団委員会
	 委員長　石坂　和彦さん
　�第2回ロータリー財団委員会および勉強会
のご案内
　　日時／8月25日㈯　10:00〜12:00�勉強会
　　　　　　　　　�����13:00〜16:00�委員会
　　場所／長崎インターナショナルホテル

（大村市）
　　参加者／地区財団委員
����������������（佐世保RCは玉野哲雄委員長）

ニコニコボックス

幹 事 報 告

委員会報告
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　本日は鴨川ガバナー補佐のご来訪です
か？一年間ご苦労さまです。頑張ってくだ
さい。

佐世保西RC
西浦　隆洋さん、副島　洋平さん
　昨年度は梅村前会長、田中丸前幹事には
大変お世話になりました。本日は鴨川ガバ
ナー補佐の随行者として参りました。本年
は何卒、鴨川ガバナー補佐をもり立ててく
ださるようお願いいたします。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、山縣　義道さん
大久保利博さん、福田　金治さん
岡　　英樹さん、梅村　良輔さん
納所　佳民さん、玉野　哲雄さん
　鴨川　潔�第5グループガバナー補佐のご
訪問を歓迎いたします。

田中　信孝さん
　佐世保実業高等学校、8年ぶり4回目の
甲子園出場です。応援よろしくお願いしま
す。明日出発です。

◎活動計画
　詳細は、「クラブ現況、活動計画および報告書」
をご覧ください。

■会長
　　長島　　正さん

P.7をご参照ください。

■クラブ奉仕部門　管理運営委員会
　　委員長　円田　　昭さん

P.23をご参照ください。

■職業奉仕部門		会員増強委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

P.24をご参照ください。

■社会奉仕部門　公共イメージ委員会
　　委員長　木村　公康さん

P.26をご参照ください。

■新世代奉仕部門　奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　髙田　俊夫さん

P.27をご参照ください。

■国際奉仕部門		ロータリー財団委員会
　　委員長　藤井　　隆さん

P.29をご参照ください。

〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜

■ガバナー補佐	総評
　　国際ロータリー第2740地区
　　2012−2013年度
　　第5グループガバナー補佐

　　　鴨川　　潔さん
　　　　　　（佐世保西RC）

　さて、クラブ協議会の所感ですが、長島
会長の本年度のクラブ運営方針・各委員会
の活動報告を聞かせていただきました。
　長島会長の退会防止と会員増強（純増3名）
に努める。これについては地区で最多の会
員数を確保する、他クラブより1名でも多く
の会員数にこだわりをもたれております。
伝統と格式を大事にされる佐世保RCの会長
にふさわしい言葉と受け止めています。

ニコニコボックス� 本日合計�　18,000 円

� 累　　計� 149,000 円

◇
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（今週の担当　見藤　史朗）
（カメラ担当　圡井　弘志）

　又、組織表に関しましては、他クラブよ
り一早くクラブ・リーダーシッププランを研
究され、導入されています。クラブの運営
の新しい基準を確立され、フットワークの良
い対応に感心しております。
　ＩMについてのお願いですが、本年度第
5・6グループのＩMの担当クラブが佐世保
西RCとなっております。計画案としまして
は、1年〜5年未満の会員の方を中心にロー
タリーの基本的な勉強会を開催したいと考
えております。その際は、佐世保RCの会員
の方々にご協力のほど宜しくお願いいたし
ます。
　最後に、佐世保RCの最大の組織力と思わ
れます伝統と格式を通してお互いの会員が
よく理解し、尊敬出来るクラブを誇りにし
ておられることは大変素晴らしく思ってお
ります。

　今後も佐世保地区第5・6グループのリー
ダーとしてのご指導の程、宜しくお願い申
しあげます。
　これをもちましてクラブ協議会に対する
所感とさせて頂きます。

＊8月例会 予定＊

8月8日� 第2740地区
� 福元　裕二ガバナー公式訪問

8月15日� 指定休会日

8月22日� 卓話　アサヒビール㈱長崎支社
� 　　　支社長　山添　勝吉�様

8月29日� 卓話　㈱ティ・プロジェクト
� 　　　佐世保RC会員　大久保利博さん

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

第１部 ■ 創立から 50年までの歩み
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　創立 10 周年記念式典は、昭和 37 年４月 11 日、

大塔の高島真珠庭園で開かれました。

　当日は、陽射しもさわやかな春日和でした。

真珠ガーデンは、その名のように、花、草、 木、
石の配合がすばらしく、美しい庭園です。桜もちょ

うど満開、つつじの葉のみどり、あざやかな芝生、

しっとりした苔のたたずまい、光る砂路が心を和

ませます。青い海や、小さな島々がすぐ眼の下に

見え、桜の花びらがチラチラ舞う、まさに快適な

式典会場でした。

　記念事業として、

　①日米親善と、都市美化のため、米軍管理下の

名切グラウンドに山桜（15 年もの）14 本、楠（25

年もの）15本、吉野桜（15年もの）13本、ナタルパーク

（1年もの）31 本の合わせて 73 本の植樹を行いま

した。

　②汐見変電所横、国道 35 号の交差点に、交通安

全横断標示器を設置しました。

大塔　高島真珠庭園

　創立20周年記念式典は、昭和46年２月27日、

親和銀行本店４階ホールで行われました。

　まず午前 11 時から、西方寺で、ご遺族列席

の下に、物故会員 16 名に対する追悼法要が営

まれ、会員一同、故人をしのんで追悼の念を新

たにしました。

　その後、記念式典が厳粛に行われ、引き続い

て玉屋別館で、祝宴が開かれました。

　記念事業として、

　①名切中央公園地区の児童交通公園周辺の空

き地に植樹するよう、経費 100 万円を佐世保市

に寄贈し、昭和 47 年７月５日、“友愛の庭”の

除幕式を行いました。

　②国際ロータリー第 345 地区、台南 RCとの

姉妹クラブ締結を行いました。

　③押しボタン式交通信号機の設置費用とし

て、市内４RC と協力して 50 万円、当 RC で

30 万円を計上しました。

西方寺で営まれた追悼会

1970~1971
昭和 45 年～昭和 46 年

創 立

20年
会　長　　岡　田　正　美

幹　事　　友　廣　嘉　久

1960~1961
昭和 35 年～昭和 36 年

創 立

10年
会　長　　坂　田　重　保

幹　事　　富　永　猪佐雄佐世保RC　創立10年　1960〜1961

佐世保RC「六十年史」より


