
世保クラブの現況をお知り戴くいい機会だ
と思います。最後までご参加いただきます
ようお願い申しあげます。

　本日11時より第1回理事会を開催いたしま
した。そのご報告を致します。
１．第6回期前理事会議事録の承認
２．例会次第の確認
３．理事会決議事項の確認
　　　	例年と変わりませんが、会長代理の

順番を確認しました。
４．新入会員候補について協議
５．クラブ協議会について確認
６．	ガバナー公式訪問例会及び懇談会につ
いて確認

７．	7月、8月、9月例会プログラム確認
８．	初盆を迎えられる会員の確認。メール
ボックスに入れております。

９．	事務局の夏季休暇について確認。
　　8月13日㈫～8月15日㈭
10．	その他

　以上、ご挨拶ご報告と致します。

 会長　石井　正剛さん

　皆様こんにちは。梅雨空が
続いております。本日は2013
年7月3日。ロータリーの年度
も変わり、第3079回	本年度第
１回目の例会です。
　佐世保RCにとりましては、3079分の1の
例会ですが、私にとりましては、2番目に思
い出に残る例会の中の1回となることでしょ
う。1番目は、いつの日かの思い出の為に、
とっておきたいと思います。この3079とい
う数字、こんな風にも読めました。「みんな
輪を持って、なかよく」。こんな語呂合わせ
です。なんだか佐世保RCを表わす、とても
うれしくなる数字です。

　6月29日㈯に行われました、役員交代式並
びに懇親会におきましては、名誉会員、会
員、会員の奥様方、たくさんの皆さまにご
出席戴きまして、厳かなうちにも盛大に、
又楽しい交代式、懇親会を執り行うことが
できました事、深く感謝申しあげます。今
更ながら、その責任の重さに、身の細る思
いでございます。
　１年間どうぞよろしくお願い致します。
　本日は、2740地区	第5グループ	松尾清治
ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会
です。ご来訪のロータリアンの方々も、佐
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2013～2014年度 テーマ ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES　̶ ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を ̶
2013～2014年度 R.I.会長 ロンＤ・バートン （米国オクラホマ州・ノーマンRC）

会　長：石井　正剛　　　幹　事：増本　一也
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp
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■親睦活動委員会 委員長  木村　公康さん
　6月29日㈯	佐世保玉屋におけ
る、役員交代式及び記念懇親会
には、朝長市長はじめ84名の方
にご出席いただきました。歌手
のSHINOEさんの歌といい、楽
しい会になりました。ありがとうございま
した。
　本日の石井丸の船出を記念しまして、各
テーブルに置かれましたニコニコボックス
に、ご協力を宜しくお願い致します。

■ローターアクト委員会
 　委員長　髙瀨　宏滋さん
　6月27日㈭ホテルオークラJR
ハウステンボスで、長崎国際大
学RACの例会が行われました。
　今回の例会は、高橋委員長、
西村副委員長の最後の出席例会
という事で、佐世保RCからは安福鴻之助さ
ん、増本一也（現幹事）さん、円田浩司（前幹
事）さん、西村正一郎さん、高橋理一さん、
圡井弘志さん、大久保利博さん、私の8名と
アクトメンバー7名で行われました。
　今回の例会メインテーマは、NCCの圡井さ
んの卓話で『テレビコマーシャルの仕組み』で
した。普段は聞けないようなお話で、楽し
い楽しい内容の例会でした。最後にアクト
のメンバーから高橋理一さん、西村正一郎
さんに感謝状と花束が贈られました。
　次回の例会は7月11日㈭にホテルオークラ
JRハウステンボスで行われます。お時間のあ
る方の出席をお待ちしております。なお、
25日の例会はテスト期間中のため休会とな
ります。

　6月30日㈰に長崎市の平安閣サンプリエー
ルで国際ロータリー第2740地区ローターア
クトの年次大会が行われました。国際大学
RACからは会長、幹事、会計の三役と幹事
の増本さんとで出席して来ました。今回は
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◯国歌「君が代」
◯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	
　北松浦RC	 松尾　清治さん
◯ビジター
　北松浦RC	 御厨　成宏さん
	 西田　耕也さん
　佐世保南RC	 ⻆　　康隆さん
　佐世保中央RC	 西村　浩輝さん
	 野村　和義さん
	 牛島　義亮さん

	 幹事　増本　一也さん
１．㈶ロータリー米山記念奨学会
 　理事長　板橋　敏雄さん
　	米山功労者表彰
　　福田　金治さん
　第21回メジャードナー

２．国際ロータリー
　	クラブと地区役員のためのニュースレター
「ロータリー・リーダー」2013年7月

３．国際ロータリー第2740地区
　　2012-2013年度ガバナー　福元　裕二さん
　　 地区幹事　古賀　久志さん
　　ガバナー事務所スタッフ一同皆様
　ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
　　	8月中旬までは、直前ガバナー事務所と
して残務処理にあたります。

４．国際ロータリー第2740地区
　　2013-2014年度ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　地区幹事 竹田　健介さん
　　事務局長 吉澤　裕輔さん
　事務所名称変更のお知らせ
　　	ガバナー・エレクト事務所から、ガバナー
事務所となりました。

例 会 記 録

幹 事 報 告

委員会報告
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佐世保中央RC　牛島　義亮さん
　今日は。中央RCの牛島です。今日は高校
の同級生であり佐世保JC27年組の石井会
長、増本幹事の初出航ということで、お祝
いに駆けつけました。最近ちょい悪おやじ
にイメージチェンジした太マッチョの石井会
長と、飲めないのに飲み屋にウイスキーを
キープする変な細マッチョの増本幹事同級
生コンビが、どう活躍されるのかが楽しみ
です。お二人とも1年間長いようで、やって
みるとあっという間です。悔いないようロ
ータリー活動を運営されることを、外野席
でお金は出しませんが、口だけ出して応援
します。頑張ってください。

佐世保中央RC　会長　西村　浩輝さん
　　　　　　　 幹事　野村　和義さん
　日頃より、佐世保クラブの皆様方には大変
お世話になっております。本日は、ご挨拶
と、石井会長、増本幹事の激励に伺いまし
た。どうぞよろしくお願い申しあげます。
　石井会長、増本幹事におかれましては、1
年間、ご健康に留意され、くれぐれも『ガス
欠』なさらぬよう、お祈り申しあげます。
　中央クラブでは本年度、ビジター100名運
動というのを行っております。どうか、中央
クラブにも、ご来訪頂きます様、心よりお願
い申しあげます。本日はお世話になります。

石井　正剛 会長、増本　一也 幹事
納所　佳民 副幹事、橘髙　克和さん
　松尾清治ガバナー補佐のご来訪を歓迎し
て！！

石井　正剛 会長、増本　一也 幹事
納所　佳民 副幹事
　この1年間、この3名で頑張って参りま
す。皆様、どうぞよろしくお願い致します。

安福鴻之助さん
　石井会長、増本幹事コンビの船出を祝し
て！
　坂元	崇さん、今日は私の名前を正しく読
んでくれて、ありがとうございました。

31回目の年次大会でテーマは『歩み』とい
うことでした。2日目で活動報告を聞くこと
ができませんでしたが、株式会社イレブン
の中村一生さんの講話『仕事をしているあ
なたへの15の質問』があり、大会終了後に
各クラブの会長、幹事会で報告が行われま
した。

　最後に、一昨日7月2日㈫、ホテルオーク
ラJRハウステンボスで、佐世保東RACの例会
が行われました。会長は仲野さん、幹事は
北村さんで、2人共長崎国際大学の元ロータ
ーアクトメンバーです。現在4名のメンバー
ですが、今後会員を増やすことが出来るよ
うに頑張っています。

■資金推進・財団・米山委員会
 　委員長　溝口　尚則さん
第1回ロータリー財団委員会報告
⑴	　未来の夢計画については、
2740地区ではグローバル補助
金として、吉武志穂さんをフ
ランスに留学。
⑵	　今年の財団寄附目標は、100～150ドル
です。2740地区で平均71ドル、佐世保RC
では31ドルでした。各個人の寄附を「広く
薄く」行えるように本年度は努力します。

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

第5グループガバナー補佐　
北松浦RC　松尾　清治さん
　本日と来週のガバナー公式訪問、2週続け
てお世話になります。よろしくお願い致し
ます。

佐世保南RC
馬郡　謙一さん、⻆　康隆さん
　石井会長、富永副会長、増本幹事の1年間
のご活躍を期待してニコニコします。頑張
ってください。

ニコニコボックス
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髙瀨　宏滋さん
　一昨日、7月2日㈫にホテルオークラJRハウ
ステンボスで、佐世保東RACの例会が行われ
ました。会長と幹事は以前、長崎国際大学
RACに居た仲野さんと北村さんです。今後
頑張ってほしいのでニコニコします。

坂本　　敏さん
　先日行われた役員交代記念ゴルフ大会で
朗遊会幹事にもかかわらず優勝してしまい
ました。これもひとえに一緒に回っていた
だいた髙田先生、松尾文隆さんのおかげで
す。ありがとうございました。また今年度
も朗遊会幹事をさせていただきますので、1
年間お世話になります。今度こそ8RC対抗
ゴルフ大会で活躍しますので温かく見守っ
てください。

松尾　慶一さん
　役員交代記念ゴルフ大会で準優勝しました。

佐藤　　淳さん
　3位に入りましたのでニコニコします。

井上　斉爾さん、髙田　俊夫さん
加納洋二郎さん
　先般の役員交代式コンペで14位（井上さん
9位、加納さん27位）の石盛賞を戴きまし
た。価値感はわかりませんが、立派なゴル
フバッグでした、と米倉さんに言われたの
でニコニコ致します。

親睦活動委員会
木村　公康さん、米倉洋一郎さん
中川　知之さん、松瀬　茂雄さん
白田　浩一さん、坂元　　崇さん
　6月29日役員交代式は大変お世話になりま
した。本年度もよろしくお願いします。

◇

ニコニコボックス	 合　　計	 41,000円
テーブルBOX	 合　　計	 28,000円
	 本日合計	 69,000円

	 累　　計	 69,000円

クラブ協議会クラブ協議会

クラブ協議会

■2013〜2014年度
　　会長　石井　正剛さん

　今年度のクラブ協議会は次週ガバナー公
式訪問が予定されていますので、今週1週で
行うようになりました。できるだけ簡潔
に、お話したいと思います。

◎RI方針
　RI会長　ロンD・バートン氏
　（アメリカ		オクラホマ州　ノーマンRC所属）
　テーマ：
　ENGAGE	ROTARY	CHANGE	LIVES
　「ロータリーを実践し
　　　　　　　みんなに豊かな人生を」

◎地区方針
　2740地区ガバナー　塩澤　恒雄	氏

　（平戸RC所属〔スポンサー〕）
　「思いやり」「明るさ」「健康」

◎佐世保RC 運営方針
　RI、地区の運営方針を尊重し運営をして
まいります。と同時に、ロータリーの本質
ともいうべき5大奉仕部門を尊重しての活動
方針に、いささかも変わる事はございませ
ん。個々の方針として、

１．�参加したくなるプログラム作り
　　　出席型から参加型へ
　例会、懇親会、委員会その他、参加した
くなるプログラム作りを心掛けてまいりま
す。そして、会員の皆様には、いろいろな
場所で、場面で、ご意見を頂戴出来れば幸
いです。

２．会員増強目標
　期前理事会では、継続的会員増強の観点
から、今後5年間、毎年純増1名を目指しま
しょうと申しあげておりましたが、年度末
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に7名の退会者で現在68名と会員数が減少い
たしました。最優先課題として、会員増強
に努めてまいります。現在も多くの方々の
ご紹介を戴いておりますが、次年度、次次
年度につなげる為にも、さらなる皆様から
の情報提供をお願い致します。

３．�姉妹クラブ創立60周年への対応と締結
更新

　姉妹クラブである台南RCの創立60周年を
お祝いすべく、台南を訪問いたします。出
来るだけ沢山の方々のご参加をお願いしま
す。ラホヤRCとの姉妹クラブ締結更新を行
います。

４．財団、米山奨学会への協力
　例年に習った目標と、継続協力に力を入
れます。
　財団	5,000ドル、米山奨学会	200,000円

５．その他
　本年度は、新しい、又特別なプログラム
は、計画しておりません。それぞれの委員
会での創造をお願い致します。

今年度の私の言葉として、
　「よき友　よき人生　ロータリーとともに」
を考えました。
　
　これまで私たちは、ロータリーを通し
て、いろいろなプログラムに参加する機会
を得ました。それらは、私たちに活動の素
晴らしさや、友との出会いをプレゼントし
てくれました。そしてこれからも、さらに
貴重な体験が待っていると思います。
　最後に重ねて今年度も、皆様方にはより
一層の、ご指導、ご協力をいただきますよ
う、お願い申しあげます。

◎委員会活動計画
　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。

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　親睦活動委員会
　　　委員長　木村　公康さん

P.23をご参照ください。

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

P.24をご参照ください。

■新世代奉仕委員会
　　ローターアクト委員会
　　　委員長　髙瀨　宏滋さん

P.26をご参照ください。

■会員増強委員会
　　委員長　古賀　　巖さん

P.27をご参照ください。

■公共イメージ委員会
　　委員長　加納洋二郎さん

P.28をご参照ください。

■ロータリー財団委員会
　　委員長　松尾　文隆さん

P.29をご参照ください。

■会計報告
　　幹事　増本　一也さん

P.30をご参照ください。
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（今週の担当　長富　正博）
（カメラ担当　大久保利博）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊7月  例会予定＊

　7月17日	 会員卓話　石井　正剛会長

　7月24日	 一般社団法人	有田観光協会
	 専務理事　山口　　睦	様

■講評
　第2740地区 第5グループ
　ガバナー補佐　松尾　清治さん

　本年度、ガバナー補佐を務め
させて頂きます松尾です。ロータリアンと
して、まだまだ勉強不足、未熟者ではあり
ますが、1年間、精一杯、佐世保クラブさん
と塩澤ガバナーとのパイプ役を務めさせて
頂きますので、どうぞよろしくご指導ご協
力の程お願いいたします。まだ本年度始ま
ったばかりの第1回例会にいきなりあわただ
しく訪問させて頂いたにも拘わらず、この
ように心温まる歓迎をしていただき、本当
にありがとうございます。厚く感謝申しあ
げます。
　塩澤ガバナーのどうしても佐世保クラブ
さんを一番最初にという強い思いで、この
ような日程になり、石井会長さん、増本幹
事さんをはじめ会員皆様方にご迷惑をおか
けしました事をお詫びいたします。
　このように時間の無い中、会長、幹事さ
んには、クラブ現況、活動計画および報告
書の校正前の原本を早めに送っていただ
き、一通り目を通す時間を与えていただき
ました。私の所属する北松浦も本年度よ
り、CLPを取り入れた組織変更を行ってい
ますが、よろしければ今後、いろいろとご
指導いただければと思っています。
　また、2010年2月に、私ども北松浦でIM
を行いました時には、私は実行委員長とし
て、佐世保クラブさんに挨拶に来させてい
ただきました。あの時は登録の問題でいろ
いろありましたが、当時の橘髙会長さん
が、いちはやく佐世保クラブは協力すると
言ってくださり、佐世保さんがそうならと
他のクラブもほとんど同意してくれまし
た。あの時、親クラブのありがたさをつく
づく感じました。ほんとうにありがとうご
ざいました。

　橘髙さんは、私の高校の先輩であり、石
井会長、増本幹事さんは同学年です。同級
にはなったことはありませんが、ずいぶん
時を経て、ロータリーで再会しても、面影
は、はっきり残っています。特に石井会長
は、面影が高校時代そのままで、そのま
ま、ちょっとふけたという感じです。
　石井会長、増本幹事、お二人と今日のク
ラブ協議会、来週のガバナー公式訪問の打
ち合わせ等を何回か行いましたが、我が同
級生ながら、とても緻密で熱心、さすが佐
世保RCの会長、幹事さんだなと感じていま
す。時を経て同級生3人でロータリーの打ち
合わせをするのもいいもんです。＜良き友
　良き人生　ロータリーと共に＞。本年
度、石井会長の言葉、いい言葉です。来
週、また公式訪問でおじゃまいたします。
もし塩澤ガバナーにご質問、ご伝言等ござ
いましたら、承っていきます。
　1年間よろしくお願いいたします。

2013-2014年度テーマ2013-2014年度テーマ
「ロータリーを実践し

　　　みんなに豊かな人生を」


