
３．新会員候補者入会手続きについて
　手続きを進めることで承認
４．年次総会について
　総会の流れについて説明
５．クラブ協議会について
　 1月8日㈬、1日での開催と発表順の確認

（会計報告は22日 幹事が行う）
６． 新会員研修会並びに歓迎会収支報告に

ついて
　ほぼ予算案通りにて承認
７．忘年家族会について
　出席者及び進行の確認
８．長寿祈願祭について
　スケジュール及び予算案の承認
９．事務局パソコン買い替えについて
　 基本ソフトがXPの為、RI、地区からの資

料をダウンロード出来ないこともあり、
早急に買い替えることを承認

10．2月プログラムについて承認
　後日週報記載
11． 第2740地区 2014～2015年度ポリオ・プ

ラス委員長推薦願いについて
　当クラブ会員の意向確認後推薦
12． 事務局年末年始休みについて
　 2013年12月28日～2014年1月3日（4㈯・5㈰

休日)
13． その他
　 井手会員病気療養の為、1月から例会におけ

る歌の時間担当を、髙田会員に交代する。

 会長　石井　正剛さん
　早いものでカレンダーも残
すところ、わずか1ページとな
りました。
　12月2日には年末恒例、今年
の流行語大賞が発表されまし
た。今年は甲乙つけがたく、「お・も・て・な・
し」「今でしょ」「じぇじぇじぇ」「倍返し」
の4つが選ばれました。表無し（おもてなし）
という事ですが、この世の中「表（おもて）」
を装った裏ばかりでは、困りものです。
　ロータリー年度で申しますと、半年が過
ぎようとしております。あっという間の半
年でした。耳を澄ますと、すでに次年度の
足音が、確実に響き始めました。
　本日は、次々年度の会長候補と、次年度
の理事・役員・監事が決まる大事な年次総会
です。スムーズな進行を心掛けますので、
ご協力の程、宜しくお願い致します。

　例会に先立ちまして、第6回理事会を行い
ましたので、報告致します。
１．台南RC創立60周年記念式典訪問
　出席者、訪問日程等の確認
２．新会員入会について
　 新会員 前田文智会員の委員会配属につい

て承認
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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）
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した。多くのロータリアンの方に参加してい
ただきまして、ありがとうございました。
　今回の公式訪問例会では、現在、ローター
アクトクラブの活動が、前年や過去の取り組
みと比べると活動内容が低迷していたた
め、今後の活動を良くするための話し合い
を行いました。
　ローターアクトメンバーから、ロータリア
ンの話を聞き、今後の活動に生かしていき
たいと頑張る気持ちを聞き、安心しました。
　私も今後、活動を見守り、フォローでき
るように取り組みます。

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

円田　三郎さん、米倉洋一郎さん
　いちよし証券㈱ 支店長 前田文智さんの入
会を歓迎いたします。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、森　　信正さん
坂本　　敏さん、米倉洋一郎さん
松尾　　貴さん、中川　知之さん
坂元　　崇さん、梅村　良輔さん
田頭　愼一さん、木村　公康さん
田中丸善弥さん、池田　　豊さん
福田　金治さん、岡村　一郎さん
見藤　史朗さん、佐々木秀也さん
山口　剛史さん、黒木　政純さん
大久保利博さん、圡井　弘志さん
芹野　隆英さん、河原　忠徳さん
目黒　誠之さん、円田　　昭さん
長島　　正さん、遠田　公夫さん
山下　尚登さん、大神　邦明さん
　西肥自動車㈱ 川口社長の卓話に期待して
ます。

長富　正博さん、目黒　誠之さん
田頭　愼一さん
　結婚記念日のお祝いをいただき、ありが
とうございました。
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○国家「君が代」
○ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト
　西肥自動車㈱　牧島　康高 様

■前
ま え だ

田　文
ふみとも

智さん
　いちよし証券㈱ 佐世保支店
　支店長
　推薦者：円田　三郎さん
　　　　　米倉洋一郎さん
　カウンセラー：米倉洋一郎さん
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

 幹事　増本　一也さん
１．国際ロータリー
　　第2740地区2013-2014年度	ガバナー事務所
　 2740地区ホームページが更新（11月29日、

12月1日、2日）されています。

２．松浦RC
　創立40周年記念誌が届いております。

ローターアクト委員会
	 委員長　髙瀨　宏滋さん
　先週28日、長崎国際大学
RACの公式訪問例会がホテル
オークラJRハウステンボスで
行われました。
　例会には当クラブから石井
会長、増本幹事、福田さん、安福さん、黒
木さん、見藤さん、大久保さん、伊万里西
RCからは、古賀ローターアクト地区委員長
や他地区のローターアクトメンバーも参加さ
れ、久しぶりに大人数の例会が開催できま

幹 事 報 告

ニコニコボックス

委員会報告

例 会 記 録

入　会　式



『バス業界の現状について』

　会員　川口　博樹さん
　（西肥自動車㈱ 代表取締役社長）

●経費節減のご提案
　会社単位のご契約で、普通定期券よりさ
らに高い割引率の企業定期券をお求めいた
だけます。
　出張の際は、高速バス回数券のご利用が
とてもお得です。　

武井　洋一さん
　家内の三回忌の命日にお花をいただきあ
りがとうございました。

■指名委員会代表	 円田　三郎さん
　指名委員会を代表しまして
ご報告致します。
　11月20日例会終了後、玉屋7
階文化ホールにて指名委員18
名中、11名出席で開催致しま
した。
　会長ノミニーに田中丸善弥さんを全員一
致にて指名致しました。田中丸善弥さんに
はご快諾いただきましたので、ご報告いた
します。

■2015-2016年度
	 会長ノミニー　田中丸善弥さん
　先程はご承認頂き有り難う
ございました。振り返りますも
私 1993年1月に長島PP、石井
会長そして円田次年度会長と
共に入会させて頂き、本年で
20年目を迎えます。この機会を与えて頂きま
したことを心より感謝し、皆さまのご協力、
お力をお借りしながら務めさせていただく所
存です。どうぞよろしくお願いします。

■2014-2015年度	会長	 円田　　昭さん
　2014-2015年度 佐世保RC理
事・役員及び監事候補者を発表
いたします。
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ニコニコボックス 本日合計 　36,000 円

 累　　計 451,000 円

◇

年 次 総 会

2014～2015年度
佐世保RC 理事・役員及び監事候補者

会長 円田　　昭
次期会長 田中丸善弥
副会長 平尾　幸一
幹事 納所　佳民
会計 富永　雅弘
会場監督 加納洋二郎
理事（直前会長）　 石井　正剛
理事 橘髙　克和
理事（クラブ奉仕・管理運営委員会担当） 木村　公康
理事（R奉仕プロジェクト委員会担当） 黒木　政純
理事（新世代奉仕委員会担当） 大久保利博
理事（会員増強委員会担当） 芹野　隆英
理事（公共イメージ委員会担当） 有薗　良太
理事（ロータリー財団委員会） 円田　浩司
理事（親睦活動委員長） 長富　正博
理事（副幹事） 髙瀨　宏滋

監事 中島　祥一
監事 米倉洋一郎 

卓　　話
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（今週の担当　白田　浩一）
 （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

＊12〜1月  例会予定＊　

12月18日 ㈱ＮＴＴドコモ 九州支社 長崎支店
  支店長　薗田　一浩 様

12月25日 指定休会日

 1月 1日 祝日休会

 1月 8日 クラブ協議会

 1月15日 指定休会日

 1月22日 会員卓話 中村　徳裕さん

 1月29日 ㈱JTB九州　
  佐世保支店長　田中　尚子 様

大型バス

※3カ月定期券はさらに5％割引

●高速バスについて

●貸切バス事業
　「プロドライバー」と「バスガイド」が楽
しい旅をお約束します。
　大型バス24台（定員45名）、中型バス3台

（定員27名)、小型バス5台（定員20名）でご利
用いただけます。

●ラッピングバス
　路線バスのラッピング広告がご好評いた
だいております。
　「走る広告塔」として、西肥バスの路線全
域を走ります。


