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◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　第2740地区�
　第5グループガバナー補佐� 鴨川　　潔さん

� 幹事　円田　浩司さん
１．国際ロータリー 審議会業務スーパーバイザー
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　�国際ロータリー2013年規定審議会�決定報告
書、立法案反対表明書式
　�　今回採択された制定案あるいは決議案に
ついて、クラブが反対を表明する場合は、
「立法案反対表明書式」をご使用くださ
い。その場合、漏れなく記入した反対表明
書式を、2013年8月23日必着で国際ロータリ
ー審議会業務部までご提出ください。

２．（公財）ロータリー米山記念奨学会
　「�ハイライトよねやま159号（2013年6月13日
発行）」が届いております。

３．（公財）ロータリー米山記念奨学会
　�　普通寄付金・特別寄付金ともに、2012-
2013年度の寄付実績は、6月28日㈮までに当
会の銀行口座に入金され、記帳された分ま
でとなります。6月28日にご送金いただいて
も、銀行間送金システムなどの事情によ
り、当会口座に28日には着金・記帳されな
い場合は、今年度実績にはなりません。

� 会長　長島　　正さん

　皆さん今日は。空梅雨のまま
真夏に入ってしまうのかと思っ
ていましたが、梅雨空が戻って
きた様です。湿度が高くうっと
うしい時季であります。熱中症
対策では水分補給をこまめにすることが大切
な様です。体調管理に十分気をつけてお過ご
し頂きたいと思います。
　先週の水曜日は、佐世保RCと佐世保南RC
との合同ワイン会が開催され、両クラブの新
旧会長の慰労と激励を兼ねた会でありまし
た。初めから終わりまでシャンパンとワイン
以外は飲んではいけないとの事で、相当酔い
が廻ってしまいました。多くのメンバーに参
加して頂き、楽しい一時を過ごさせて頂きま
した。ありがとうございました。
　さて、本日の例会は、次週の最終例会と2週
連続してクラブ協議会となっています。今年
度の委員会活動報告を大委員長さんから順次
して頂きます。
　本日は会長の私と円田�昭管理運営委員長、
富永雅弘会員増強委員長の順で行います。
　ご報告を1件致します。松本英介さんより友
愛基金へご寄付を頂きましたので報告致します。
　今年度も残すところ10日余りとなり、今期1
年間を振り返る時期となりました。この後、
クラブ運営の総括をさせて頂きますので、宜
しくお願いして挨拶と致します。
　有り難うございました。
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　また、皆様方とお会い出来る事を楽しみにし
ております。1年間ありがとうございました。

■ローターアクト委員会
 　委員長　高橋　理一さん

◯6月13日㈭、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87回例会が開催
され、佐世保RCから福田さん、
安福さん、増本さん、中川さ
ん、大久保さん、私の6名が参加いたしまし
た。メインテーマは福田金治パスト会長の
「ロータリーについて」の卓話でした。（ロー
タリークラブが、1905年米国シカゴに誕生
し、日本、2740地区、佐世保RCがどのように
つくられ、活動してきたかの話でした。）
　福田さんのローターアクト時代にシンガポ
ールのRACとの交流を実施された際の話、更
に総評で安福さんがローターアクト活動では
ないものの大学のクラブで、人形劇を上演し
孤児院や老人ホームを慰問されていたという
話は印象的でした。例会と言えばロータリア
ンに卓話を依頼するという現状をローターア
クト委員長としての指導力不足を痛感させら
れました。

◯6月15日㈯、地区ローターアクト主催の平和
学習が開催され、長崎国際大学RACから会計
の垣口里穂さん1名が参加しました。今年が最
初の地区行事で、今後どのような形で発展し
ているのか楽しみです。

◯6月27日㈭、長崎国際大学RAC第88回例会
が開催されます。メインテーマは佐世保RCの
圡井さんによる卓話です。本年度最後の例会
であります。

■次年度社会奉仕委員会
 　委員長　川冨　正弘さん

　来る7月15日㈪海の日に、佐
世保市ビーチ・クリーンアップ
が、佐世保市海の日協賛会事務
局において計画されておりま
す。つきましては、例年に習

４．第2740地区 次年度地区米山奨学委員会
 委員長　本多　善彦さん
　�2013-14年度�クラブ米山記念奨学委員長セミ
ナー開催のご案内
　　日時／2013年7月7日㈰　14:00開会
　　会場／佐世保市労働福祉センター
　　　　　TEL（0956）32-8929

５．ガバナー・エレクト 塩澤　恒雄さん
　　地区クラブ奉仕統括委員長 佐藤　　豊さん
　　地区会員増強委員長 貞方　正一さん
　クラブ奉仕・会員増強セミナー開催について
　　日時／2013年7月14日㈰
　　　　　12:00�受付開始　12:30�開会・点鐘
　　　　　16:45�閉会・点鐘
　　会場／武雄センチュリーホテル
　　出席者／�講師（RI第3ゾーンコーディネータ

ー井上暎夫様）
　�　次年度クラブ会長及び次年度クラブ奉仕
担当役員及び会員増強担当役員

６．ガバナー事務所
　�2740地区ホームページ更新（6月14日）のお知
らせ

第5グループ ガバナー補佐 鴨川　　潔さん

　皆様こんにちは。久方ぶりで
す。本日は佐世保RC最後の訪問
です。本当にこの一年間ご協力
を頂きありがとうございます。
　私自身、ガバナー補佐の役
職、役目も充分に理解出来ないまま終わろう
としています。この1年各クラブの会長、幹事
さんには大変お世話様になり、深く感謝をし
ております。
　特に佐世保RCさんに於かれましては、伝統
と実績による真摯なロータリー活動は他のク
ラブの目標である事を改めて感じたもので
す。今後も佐世保地区のリーダーとして活躍
を期待しています。
　また、ガバナー補佐の役目を通し、多数の
方々とふれあいが出来た事、この機会を与え
ていただいたロータリアンの皆様方、ありが
とうございました。

委員会報告

ごあいさつ
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い、当クラブも当事業に協賛・参加したいと思
いますので、参加者を募集いたします。多く
の会員の参加をお願いいたします。
　日時／2013年7月15日（月・海の日）
　場所／鹿子前海水浴場
　　　　（西海パールシーリゾート）
　準備の都合上、参加申し込みを7月3日㈬ま
でにお願いいたします。

� 安福　鴻之助さん
合同ワイン会報告
　6月14日㈮、セントラルホテル
で開催。トータル43人出席。何
とか数千円の黒字で終了するこ
とが出来ました。これもセント
ラルホテルの遠田さんのご協力の賜です。
　ありがとうございました。

� 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　6月15日㈯、第6回朗遊会を無事終えること
が出来ました。あいにくガスがかかっておりま
したが、プレーには支障はありませんでした。
表彰式は、役員交代式の懇親会で行います。多
数ご参加いただきありがとうございました。

� 松本　英介さん
　先日の妻の葬儀につきまし
てはお世話になっている皆様
に、過分なるご香料やお悔や
みを頂戴いたしまして、誠に
ありがとうございました。
　この場をおかりしまして厚くお礼を申し
あげます。

 出席委員会　城島　一彦さん

◯永年会員表彰
　武井　洋一さん（47回）

◯出席100％表彰
　加納洋二郎さん（15回）
　芹野　隆英さん（9回）
　見藤　史朗さん（2回）

� 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

福田　金治さん
　鴨川ガバナー補佐、1年間ご苦労様でした。
今後のご活躍を期待しております。

次年度社会奉仕委員会　川冨　正弘さん
　次年度、来る7月15日海の日、恒例のビーチ
クリーンアップが催されます。つきましては
多くの会員の参加をお願い致します。
　第1回目アナウンスです。

平尾　幸一さん
　円田浩司さんとラウンドするとミラクルが
起きます。先週の朗遊会で7番ホールにおいて
第2打がカップインし、初めてのイーグルを記
録し、ハーフ39で回りましたので、ニコニコ
します。

武井　洋一さん、加納洋二郎さん
芹野　隆英さん、見藤　史朗さん
　永年会員表彰及び出席100％表彰ありがとう
ございます。

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計� 　7,000 円

� 累　　計� 900,000 円

◇慶　　　祝

輪飲倶楽部より

朗遊会より

会葬のお礼
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■2012〜2013年度　会長　長島　　正さん

2012〜2013年度クラブ運営報告
　今年度は佐世保ロータリークラブの運営を
「友愛の絆でむすぶロータリー」をスローガ
ンに掲げ、次の4項目に重点を置いて進めて参
りました。

１．退会防止と会員増強（純増3名）に努める。
　期首会員数：72名　期末会員数：69名
　�入会者：8名　退会者：11名（物故者1名、
健康上の理由2名）
　今月中は75名、月末に6名退会

２．例会・事業における会員交流に力を入れる。
　�　出席して、参加して良かった、楽しかっ
たと思って頂ける工夫をして会員同志の交
流を増やし、本音で語り合える委員会活動
に努力してもらいました。委員会に出席す
る機会はありませんでしたが、とくにRA委
員会、高橋委員長をはじめ皆さんよく熱心
に活動して頂きました。感謝申しあげます。

３．ロータリー財団・米山奨学会への寄付協力
　�　ロータリー財団へは3,000ドル、米山奨学
会へは20万円、ポリオ・プラスへは1,000ド
ルが目標でありましたが、実績ではロータ
リー財団へ3,000ドル、米山奨学会へ30万
円、ポリオ・プラスへ1,000ドルの寄付を頂
くことが出来ました。目標以上の寄付をい
ただき感謝申しあげます。

４．姉妹クラブとの提携継続
　�　台南RCとの姉妹クラブ提携の締結期限を
迎え、昨年11月19日に訪問して提携継続を
致しました。多くのメンバーのご参加を頂
き、郭パスト会長の自宅でご霊前にもお参
りが出来ました。 （今週の担当　見藤　史朗）

（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

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  

＊7月  例会予定＊

　7月� 3日� 第2740地区第5グループ
� 松尾清治ガバナー補佐訪問
� クラブ協議会

　7月10日� 第2740地区
� 塩澤　恒雄ガバナー公式訪問

　7月17日� 会員卓話　石井　正剛会長

　7月24日� 一般社団法人�有田焼協会
� 専務理事　山口　　睦�様

　�　その他では、地区協議会を佐世保RCが担
当して平成25年5月12日㈰�ホテルオークラ
JRハウステンボスで開催致しました。塩澤
ガバナー・エレクトをはじめ、多くの方に
感謝とお誉めを頂きました。会員の皆様の
ご協力に感謝申しあげ、報告にかえさせて
頂きます。有り難うございました。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■クラブ奉仕部門　管理運営委員会
　　委員長　円田　　昭さん

　○親睦活動委員会
　○出席・例会委員会
　○クラブ会報委員会
　○プログラム委員会

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■職業奉仕部門  会員増強委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

　◯職業奉仕委員会
　◯会員増強拡大委員会
　◯職業分類委員会

　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。


