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会となっています。髙田俊夫奉仕プロジェ
クト委員長、藤井�隆ロータリー財団委員
長、井手孝邦会計、以上の順番で前期の活
動報告をして頂きますので宜しくお願いし
ます。

○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
　佐世保北RC　松田　信哉さん

� 幹事　円田　浩司さん

１．ロータリーの友事務所
	 編集長　二神　典子さん
	 　担当　野崎　恭子さん
　4月号特集原稿ご依頼状
　�　テーマ「ロータリーの友の活用法」
　　500字程度　2月20日まで

２．ロータリーの友委員会
　　一般社団法人	ロータリーの友事務所
	 委員長・代表理事　片桐　信彦さん
　�2011-2012年度「一般社団法人 ロータリ
ーの友事務所」決算概要の件

３．RI第2740地区ガバナー	 福元　裕二さん
　　地区大会実行委員長	 末次　義視さん

� 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。先日、北海
道・網走沖に流氷が例年より9
日早く近づいているのが確認
されました。網走気象台から
流氷を肉眼で確認した日を
「流氷初日」と言うそうです。風向きにも
よりますが、このまま南下すると、今週中
に漂着するだろうと言われています。
　寒さも一段と厳しさを増してきました。
風邪が大変流行っています。健康管理に充
分注意してお過ごし頂きたいと思います。
　さて、本年度のRI会長田中作治さんが掲
げる「奉仕を通じて平和を」に基づき、世
界平和を共に考える「世界平和フォーラム」
が世界各国で開催されています。
　昨年の11月のベルリン、そして、今月は
先週11日～12日にホノルルで開催されまし
た。4月17日～18日には広島で開催されま
す。こんなに寒い日が続くと暖かいホノルル
にロータリーで行けたらいいなと思ってし
まいます。
　今夜は第1回期前理事会が開催されます。
次年度がいよいよ動き出します。私は残念
ながら、市内8クラブ会長・幹事会で出席で
きませんが、素晴らしい旅立ちとなります
よう祈念いたします。
　本日の例会も先週に引き続きクラブ協議
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　第24回沖縄大会のご案内
　①日時：2013年3月18日㈪
　　　　　午前8時スタート
　　場所：琉球ゴルフ倶楽部
　②プレー費：15,000円

　締め切り：2月15日㈮

５．長崎県共同募金会佐世保市支会
	 支会長　朝長　則男さん
　�赤い羽根協同募金について、お礼が届い
ております。

� 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん

○今月の誕生祝い
　藤井　　隆さん（1日）
　大神　邦明さん（1日）
　下田　弥吉さん（3日）
　古賀　　巖さん（3日）
　城島　一彦さん（6日）
　佐藤　　淳さん（10日）
　石井　正剛さん（11日）
　円田　浩司さん（12日）
　見藤　史朗さん（12日）
　芹野　隆英さん（13日）
　長富　正博さん（18日）
　山下　尚登さん（24日）
　黒木　政純さん（27日）
　佐々木秀也さん（29日）
　白田　浩一さん（29日）
　山下　　登さん（31日）

　2012-2013年度地区大会のご案内
　①2013年4月4日㈭　
　　7:30～�記念親睦ゴルフ
　　会場：若木ゴルフ倶楽部
　　登録料：5,000円
　②4月5日㈮　�
　　16:30～�地区指導者育成セミナー
　　会場：ホテルニューオータニ
　　地区委員長・委員・会長・幹事
　③4月5日㈮　
　　18:30～�RI会長代理歓迎晩餐会
　　会場：ホテルニューオータニ
　　地区委員長・会長・幹事
　④4月6日㈯
　　9:00～�レディースエクスカーション
　　佐賀城・佐賀レトロ館�昼食

　　10:00～�新世代の集い
　　会場：佐賀文化会館

　　10:30～�大会四委員会
　　会場：佐賀文化会館
　　大会四委員会委員長、委員のみ

　　12:15～�オープニング
　　会場：佐賀文化会館

　　12:30�点鐘　本会議
　　会場：佐賀文化会館

　　14:30�特別講演　鳥越俊太郎氏
　　会場：佐賀文化会館

　　15:55～本会議
　　会場：佐賀文化会館　

　　17:10�点鐘
　　会場：佐賀文化会館

　　18:30～�懇親会
　　会場：ホテルニューオータニ佐賀

　　登録料：会員�10,000円
　　　　　　ご家族�無料、新世代�5,000円
　　懇親会：会員�7,000円
　　　　　　ご家族�7,000円、新世代�無料
　　締め切り：2月15日㈮

４．	日本ロータリー親睦ゴルフ大会
	 実行委員長　町田　宗俊さん（コザRC）
	 事務局　﨑原　信一さん（那覇西RC）

慶　　　祝
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■奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　髙田　俊夫さん

□ローターアクト委員会
　委員長　：高橋　理一
　副委員長：西村正一郎
　委員：佐藤　丈治、中川　知之、見藤　史朗

【上期事業報告】
　7月� �ビーチクリーンアップ…雨天

のため中止
　7月8日� �オープンウォータースイミング

大会
　8月� 鹿島踊り…不参加
　8月11日� 松浦公園夏祭り
　9月� 犬のイベント…未実施
　9月9日� グルメフェスタ�in�大村
　10月� 佐世保ツアー…未実施
　10月8日� ローターアクト北エリア交流会
　10月14日� �ミスユニバースジャパン長崎

大会
　10月20・21日�B1グランプリ�in�北九州
　11月� おくんち…不参加
　11月3・4日� 開国祭
　12月5日� きらきらフェスティバル
　12月20日� クリスマス例会

１．�本年度上期の事業は、上記のとおり計
画・実施されております。

２．�例会は、ホテルオークラJRハウステンボ
スで毎月第2、第4木曜日を予定し、ほ
ぼ計画通り実施されました。9月27日に
は長島�正会長に卓話をしていただき、
10月11日の公式訪問例会では、尖閣列
島問題について討議されております。

　　�また、例会時には毎回約5名のロータリ
アンの参加を得て、ローターアクト活
動への指導ができました。

� 親睦活動委員会　城島　一彦さん

佐世保北RC　松田　信哉さん
　皆様、初めまして。私は、北ロータリーク
ラブの松田と申します。昨年の7月より、北
ロータリークラブに入会させていただいてお
ります。職種は、貴クラブの松本英介先生
と同じ司法書士業をやっています。
　これからも宜しくお願い申しあげます。

西村正一郎さん
　商工リサーチの発表によると、長崎県内
企業の中で大神、石井会員の企業3社がそれ
ぞれの分野で「日本一」に選ばれました。
おめでとうございます。ちなみに県内では
11社が日本一です。

円田　浩司幹事、佐藤　　淳さん
城島　一彦さん、芹野　隆英さん
藤井　　隆さん、長富　正博さん
大神　邦明さん、古賀　　巖さん
黒木　政純さん、石井　正剛さん
佐々木秀也さん、白田　浩一さん
見藤　史朗さん、山下　　登さん
　誕生祝いありがとうございました。

ニコニコボックス� 本日合計�　16,000 円

� 累　　計� 527,000 円

◇

ニコニコボックス
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□インターアクト・青少年活動委員会
　委員長　：山下　尚登
　副委員長：菅沼宏比古
　委員：井手　常博

【上期事業報告】
平成24年7月3日㈬� 〔佐世保学園��体育館〕
　「�社会を明るくする運動」月間における佐
世保学園意見発表会に参加

　�長島�正会長より表彰式にて、ご挨拶並び
に賞状・記念品贈呈。
　委員会より山下尚登参加（審査員）

平成24年8月18日㈯�
� 〔西九州大学神園キャンパス〕
　���RI第2740地区新世代奉仕部門合同セミナー

　山下尚登参加
　①�福元ガバナーより基調講演
����「新世代育成にとって今何が課題か」
　�②�増﨑新世代統括委員長
����「�各クラブ新世代担当理事・委員長の皆

様へ」
　③�中尾インターアクト地区委員長
����「インターアクト担当の皆様へ」

平成24年10月13日㈯� 〔東彼杵町総合会館〕
　�RI第2740地区インターアクト前期指導者研
修会
� 山下尚登参加
　①講演会は中止
　②�顧問・ロータリアン部会��研修室にて協議

【下期事業計画】
　現在、国際ロータリーとしてのインター
アクト会員はゼロの状況でありますが、学
校側の担当の先生と相談し、後期の指導者
研修会に参加できるよう努めております。

３．�2740地区で計画・実施（8月18日㈯佐賀
市）されました新世代部門合同セミナー
に参加しました。

４．�事業計画、予算、決算等について記録
の残し方を指導しましたが、あまり効
果はあがっていないようで、今後継続
指導します。

【下期事業計画】
　2月� ローターアクト全国研究会
� 新旧役員交代式
　3月　（ローターアクトの日）
　4月� 地区大会
� リーダーシップフォーラム
　5月� 第34回RYLA
� ローターアクトセミナー
� 早岐茶市、ハイスクール茶会
　6月� ローターアクト年次大会

１．�下期の事業は、上記のとおり計画して
おります。

２．�例会開催は、ホテルオークラJRハウステ
ンボスで、毎月第2、第4木曜日を予定さ
れております。

　　�ただし、3月については、春休みのため
休例会とします。

　（�上期同様ロータリアンの参加、指導を
よろしくお願いします。）

３．�事業計画、予算、決算等について記録
の残し方について指導を継続します。

４．�卒業時に退会せざるを得ない環境なの
で、会員が急減しない配慮をする必要
もあります。

５．�活動のマンネリ化を防ぐため、（深い関
与はせずに／自主性に期待しつつ）従
来活動の意味を再確認させ、新規活動
計画の誘導を配慮していきたいと思い
ます。
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例年通り「週報」ならびに「ロータリー
の友」を、両クラブに送付します。

２．�交換留学生については、本年派遣およ
び受け入れの予定はありませんが、ガ
バナー事務所の依頼によっては、本委
員会にて対応致します。

□財団奨学・米山委員会
　委員長　：長富　正博
　副委員長：田中　信孝
　委員：副島　正義、安部　直樹

【上期事業報告】
会議等
　�2012-13年度ロータリー財団セミナー・第1
回補助金セミナー
　　日時：2012年10月21日㈰　13:00～
　　場所：西九州大学�神園キャンパス
　　出席者：石井正剛会長エレクト
　　　　　　長富正博

上半期の寄付は以下の通り。
１．�ロータリー財団（年次基金目標�＄3,000�
ポリオ・プラス�＄1,000）

　　・ポリオ・プラス
　　　平成24年10月11日
　　　長島　正会長　＄1,000　@80円
　　・年次基金
　　　平成24年11月19日
　　　池田　豊会員　＄1,000　@80円

２．�㈶ロータリー米山記念奨学会（年次目
標200,000円）

　　　平成24年10月11日
　　　長島　正会長　100,000円

【下期事業計画】
１．�ロータリー財団、ポリオ・プラス、米山
記念奨学会の活動内容・目的・意義など
を卓話や文書・動画を通して会員に啓
発活動を行う。

■ロータリー財団委員会
　　委員長　藤井　　隆さん

□国際青少年計画・世界社会奉仕委員会
　委員長　：古賀　　巖
　副委員長：大神　邦明
　委員：田中丸善保、安福鴻之助

【上期事業報告】
１．�台南RCとの姉妹クラブ締結契約を、平
成24年11月19日㈪、長島�正会長をはじ
め総勢12名で台南RCを訪問し、例会に
出席して更新してまいりました。

　　�例会出席前には、6月に急死されたギネ
さんのご自宅を訪問し、線香を上げて
まいりました。

　　�また、来年の1月11日は、台南RCの60
周年にあたり、多数の来訪を希望する
とのことです。

　　�さらに、台湾の青少年交換学生の担当
をしている、コンピュータさんと、ア
キラさんから、最近RIで許可になった
指定クラブ交換学生の派遣を、台南と
佐世保の間で行いたいので、次年度で
検討してほしいと要望がありました。

　台南RC訪問者
　　長島　　正会長、円田　浩司幹事
　　藤井　　隆ロータリー財団委員長
　　平尾　幸一副幹事、田中丸善保さん
　　池田　　豊さん、安部　直樹さん
　　福田　金治さん、中島　祥一さん
　　遠田　公夫さん、石井　正剛さん
　　古賀　　巖

２．�台南RCおよびラホヤRCとの、国際交
流・親睦との調和に努める一環として、
例年通り「週報」ならびに「ロータリーの
友」を、両クラブに送付しております。

【下期事業計画】
１．�台南RCおよびラホヤRCとの、国際交
流・親睦との調和に努める一環として、
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（今週の担当　坂本　　敏）
（カメラ担当　圡井　弘志）

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

２．�本年度の活動目標値をロータリー財団�
＄3,000、ポリオ・プラス＄2,000、米山
奨学金20万円とし、達成すべく会員に
理解を求める。

３．�2013-2014年度より「ロータリー財団�
未来の夢計画」が導入されるため、導
入への義務づけとされる「補助金セミ
ナー」に出席し、補助金利用の為の要
件を獲得し次年度活動に備える。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■会計
　　井手　孝邦さん

　上半期決算書、特別会計上
期決算書、特別会計中途決算
書をもとに説明。

＊1月〜2月　例会予定＊

　1月30日� 新会員卓話
� ジェイアール九州ハウステンボスホテル㈱�
� 代表取締役社長� 前田　勇人さん

　2月6日� 佐世保税務署
� 　　　　　署長� 井手　雄二�様

　2月13日� ㈱オーセンティ
� 　　代表取締役� 矢野　　香�様

（NHKニュースアナウンサー）

　2月20日� 創立記念日例会
� 　　パスト会長� 安福鴻之助さん

　2月27日� 亀山八幡宮
� 　　　　　禰

ね ぎ

宜� 川原　忠徳�様

佐世保RC　創立40年　1990〜1991

第１部 ■ 創立から 50年までの歩み

9

15 秒以内。

　②佐世保 RC「30 年史」を編纂しました。髙橋

章文副会長を編集委員長として、10 周年記念誌「10

年の歩み」にならい、その後の 20 年と合わせて「30

年史」を編纂し、４月 15 日に発行しました。

　また、昭和 56 年には西海学園高校内にインター

アクトクラブが誕生、認証状伝達式は同年３月 22

日、県内外の多くのロータリアンや近隣インター

アクターが出席して

同校講堂で挙行され

ました。

　創立 30 周年記念式典は、昭和 56 年４月 15 日、

例会終了後、午後２時から親和銀行本店別館９階

ホールで挙行されました。

　多くの来賓とともに姉妹クラブである台南 RC

からも 20 名の会員・家族が参加しました。物故会

員に黙祷を捧げた後、 松尾弘司・式典委員長があ

いさつし、久保勘一長崎県知事（代理）や樋口謙

太郎・第 270 地区ガバナー（代理）、蘇達雄・台南

RC団長が祝辞を述べました。

　記念事業として、

　①時計塔を佐世保市に寄贈し、京町公園に設置

しました。太陽熱利用時計（１日２時間の日照で

作動、なお１ヵ月分の予備電池あり）。 １日の誤差
記念事業として寄贈した時計塔（京町公園）

　創立 40 周年記念式典は、平成３年４月 17 日午

後４時から親和銀行本店別館９階で開催されまし

た。松尾恒司・式典委員長（会長）があいさつし、

内田衍国際ロータリー第 274 地区ガバナーをはじ

め、桟熊獅佐世保市長、林金川台南 RC会長、そ

れにチャールズ・ディック jr ラホヤ RC直前会長

が祝辞を述べました。

　チャールズ・ディック jr 直前会長は、サンディ

エゴ市のモーリン・オコーナー市長から託された

「姉妹クラブのラホヤ RCと佐世保 RCが、より一

層、国際親善を追求されんことを願う」という宣

言文を披露しました。

　その後、午後６時から玉屋７階文化ホールで祝

賀会が開かれました。来賓として、スポンサーク

ラブの福岡、長崎 RC、姉妹クラブの台南RC、近

隣クラブの佐賀、大村、平戸、北松浦、松浦、

生月RC、それに佐世保市内のRC、佐世保ローター

アクトクラブ、西海学園高校インターアクトクラ

ブの代表も参加しました。

　この年には、池田豊会員の尽力で、世界のホー

ムラン王、王貞治さんを招いて講演会、野球教室

を開くという特筆すべき記念事業が行われました。

　樹木 20 本とモニュメントを佐世保市に寄贈し、

“友愛の森”と銘打って光月町新公園（市・体育文

化館横）の一隅に植樹、設置しました。

1980~1981
昭和 55 年～昭和 56 年

創 立

30年
会　長　　松　尾　弘　司

幹　事　　石　井　千　里

1990~1991
平成 2年～平成 3年

創 立

40年
会　長　　松　尾　恒　司

幹　事　　安　福　鴻之助

佐世保RC「六十年史」より


