
で、承認いたしました。
４．クラブ協議会について
　 本日の例会でのクラブ協議会について確認いた

しました。上期の事業報告、下期の事業計画の
発表をお願いします。

５．上期決算について
　 井手会計が病気療養中でございますので、増本

幹事と私で確認を行い、22日の例会でご説明
いたします。

６．長寿祈願祭並びに祝賀会について
　 1月29日の長寿祈願祭及び祝賀会に関し確認を

行いました。
７．創立記念例会について
　2月19日の創立記念例会の確認を行いました。
８．3月例会プログラムについて
　 承認致しました。後日、週報に記載いたします。
９．第8回理事会等の日程について
　確認いたしました。

	 パストガバナー　武井　洋一さん
　明けましてお目出とうございま
す。今年も元気よく、仲良く、ロ
ータリアンらしく、地元社会のた
めに、小さな事でもよろしいので
奉仕をしましょう。クラブ奉仕、
社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、
何でも良いです。佐世保クラブは、この近隣では
古い、70年近い歴史を持つクラブです。
　誇りを持って頑張りましょう。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

 会長　石井　正剛さん
　2014年あけましておめでとうご
ざいます。
　会員の皆様方におかれまして
は、ご家族の皆様と健やかなる新
年をお迎えのことと拝察いたしま
す。本年も皆様にとりまして、良
き年でありますようお祈り申しあげます。
　今年は三が日晴天に恵まれ、大きな事件事故も
なく、例年になく穏やかなお正月ではなかったで
しょうか。築地での初せりも例年の様な高値での
取引ではなく、落ち着きを取り戻したようです。
　私達にとりまして、嬉しい話です。井手孝邦会
員が退院され、今後は自宅療養、通院にて引き続
き治療を行われますが、健康が回復されましたら
例会にも出席なさるそうです。一日も早いご回復
をお祈りいたします。
　又、明日より、台南RC創立60周年式典出席の
為、32名の皆様と台南へ行ってまいります。
　ロータリー年度でまいりますと折り返し点で
す。下半期もどうぞよろしくお願いいたします。

　本日例会に先立ち行いました、第7回理事会の
報告をいたします。
１．台南RC創立60周年記念式典訪問について
　 1月9日より、台南RC創立60周年記念式典に32

名で出席いたしますが、その確認を行いました。
２．新会員の入会について
　 ４名の新会員候補者につきまして、会員の皆様

の賛同をいただきましたので、理事会にて委員
会配属等を決定いたしました。

３．退会者について
　 古原　進さんが一身上の都合で、白田浩一さん

が定年退職により、退会届が出されましたの
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　又、ニコニコボックスを卓上に
置いております。新年でございま
すので、宜しくお願いします。

■ローターアクト委員会	 委員長　髙瀨　宏滋さん
　皆さん、明けましておめでとう
ございます。
　早速ではありますが、明日1月9
日、長崎国際大学RACの2014年
最初の例会が行われます。場所
は、ホテルオークラJRハウステン
ボスで、時間は18:30からです。
　メインテーマは、ロータリークラブの取り組み
である『ポリオ撲滅』について、溝口会員にお
話をしていただきます。
　お時間のある会員の方は、ご出席を宜しくお
願いします。

白田　浩一さん
　親睦活動委員会及びクラブ会
報・広報委員会の白田です。本日
は貴重な時間を頂きありがとうご
ざいます。約1年半の短い在籍で
したが、大変お世話になり、あり
がとうございました。
　佐世保RCの更なる発展と、皆様方の益々のご
健勝をお祈りいたします。
　お世話になり、本当にありがとうございました。

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
安部　直樹さん
　春の高校バレーボール大会でベスト4に残りま
した。11日に準決勝が東京で行われます。応援
に行きますので、台南へ訪問できません。宜し
くお願い致します。

木村　公康さん、米倉洋一郎さん
　今年も親睦活動委員会を宜しくお願いします。
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 幹事　増本　一也さん
１．第2740地区ガバナー	 塩澤　恒雄さん
　　ガバナーエレクト	 宮﨑　清彰さん
　　ロータリー財団委員長	 山田　　晃さん
　　補助委員長	 西川　義文さん
　ロータリー財団補助金セミナーのご案内
　日時／2014年1月26日㈰　12:00～ 受付
　　　　13:00～ セミナー　17:00 閉会予定
　場所／佐世保市労働福祉センター（稲荷町）
　出席者／ クラブでは、クラブ会長、会長エレク

ト、財団委員長

２．長崎西RC	 会長　高木　博隆さん
　幹事交代のお知らせ
　（新幹事）下田　隆雅さん
　（勤務先）アイ･エス･ケー㈱ 代表取締役

３．大村RC
　　週報 No.16～19が届いております。

４．年賀状が届いております。
　台南RC、第2740地区ガバナー 塩澤恒雄さん 他

■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 　委員長　中村　徳裕さん
台南RC創立60周年
訪問団出発直前のご案内
　いよいよ、明日1月9日、姉妹ク
ラブ台南RCの60周年記念式典への
32名の訪問団の出発となります。
　まず、パスポートのお忘れが無
いように是非ご確認をお願いします。「パスポー
トさえあればあとは何とかなる」と、先輩方よ
り伺っております。
　次に、明日の集合時間・場所について、バスで
出発される方、自家用車の方、それぞれご確認
をお願いいたします。
　なお、この台南扶輪社訪問団について、例会
での卓話として、報告の時間をいただいており
ます。詳しくはその時にご報告させていただき
ます。よろしくお願いいたします。

■親睦活動委員会	 委員長　木村　公康さん
　1月29日㈬、長寿祈願祭及び祝賀会を行いま
す。11:00 祈願祭（八幡宮）、12:30 例会、18:30 祝
賀会（玉屋 7階）となっております。多数の会員の
出席をお願いします。

幹 事 報 告

委員会報告

退 会 挨 拶

ニコニコボックス

◇

ニコニコボックス 合　　計 5,000円
テーブルBOX 合　　計 45,000円
 本日合計 50,000円

 累　　計 529,000円
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ただきますようお願い申しあげまして、上期の
報告、下期の計画発表といたします。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　田中丸善弥さん

□親睦活動委員会
　委員長　：木村　公康
　副委員長：米倉洋一郎
　委員：中川　知之、松瀬　茂雄、城島　一彦
　　　　白田　浩一、坂元　　崇、川口　博樹
　　　　岡村　一郎、河原　忠徳、山口　剛史
　　　　田頭　愼一、松尾　　貴

【上期事業報告】
平成25年6月29日 役員交代式記念懇親会
 玉屋7F文化ホール 83名
平成25年9月11日 観月例会懇親会
 富士国際ホテル 59名
平成25年11月13日 新会員歓迎懇親会
 レオプラザホテル佐世保 49名
平成25年12月14日 忘年家族会
 玉屋7F文化ホール 120名
◦ 毎回例会時には、開始50分に集合し、資料を

各々のセルフボックスに収納しました。
◦ ニコニコボックスの受付、及び発表を坂元崇

さんに担当して頂きました。
　 又、毎月第2回例会で誕生祝い、第4回例会で

結婚記念月祝いを実施しました。
◦ クラブ内の緊急連絡網を構築し、急を要する

対応に備えました。

【下期事業計画】
平成26年1月29日 長寿祈願祭及び祝賀会
 八幡神社･玉屋7F文化ホール
平成26年4月2日 観桜例会
 ホテルオークラJRハウステンボス
以上を計画しています。

--------------------------------------------------------------

□出席･例会委員会
　委員長　：黒木　政純
　副委員長：見藤　史朗
　委員：圡井　弘志、松瀬　茂雄、前田　勇人
　　　　佐藤　　淳、坂元　　崇、池本　仁史
　　　　岡村　一郎、河原　忠徳、川口　博樹
　　　　山口　剛史、松尾　　貴、田頭　愼一

【上期事業報告】

■会長　石井　正剛さん
　今年度の言葉として「よき友　
よき人生　ロータリーと共に」を
掲げ、皆様に佐世保ロータリーの
友と歩むロータリーを実感してい
ただけるように考えました。その
上で2013年～2014年の上期の運営方針を振り返
り、下期の計画を報告いたします。

１．�参加したくなるプログラム作り
　　出席型から参加型へ
　 　沢山の会員の皆様に、プログラムに参加し

ていただきありがとうございました。
　 　下期も、参加したくなる例会、懇親会作り

に、一層努力してまいりますのでご参加の程
宜しくお願い致します。
２．会員増強目標　純増1名
　 　昨年末に、退会者一挙7名を数え、7月1日現

在、会員数68名となり、予算すら組み辛い状
況でした。その危機感からか、今年度に入って
皆様の会員増強への熱意で、上期7名の新会員
をお迎えすることが出来ました。

　 　残念ながら、体調、仕事上、又定年退職に
より3名の会員の方が退会されました。下期は
4名の方の入会準備を終了しており、1月中に
入会予定です。今後とも新会員のご紹介をお
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
　 　明日1月9日より台南RCを訪問し、創立60周

年をお祝いするとともに、友好を深めて参り
ます。

　 　ラホヤRCにおきましても、現在、郵送及び
メールにて締結更新の打診を行っております。
４．ロータリー財団、米山奨学会への協力
　 　詳細については、財団委員会よりご報告い

ただきますが、上期も沢山の皆様にご寄付い
ただきありがとうございました。

　 　RI、地区の寄付ありきの手法や、その算出
の仕方にいささか、疑問を感じる所もありま
すが、ロータリアンとして、活動趣旨を理解
したうえで自主的寄付に今後ともご協力いた
だきますようお願いいたします。

　いたらぬ会長ではございますが、皆様のおか
げをもちまして、大過なく上期を運営すること
ができました。深く感謝申しあげますととも
に、下期におきましても同様のご支援ご協力い

クラブ協議会クラブ協議会

クラブ協議会



■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

□職業奉仕委員会
　委員長　：松本　由昭
　副委員長：有薗　良太
　委員：武井　洋一、下田　弥吉、山下　尚登

【上期事業報告】
　上期については特に事業は行っておりません。

【下期事業計画】
　下期につきましては他委員会と協力のうえ適
時決定し、職場訪問並びに卓話などを実施する
予定であります。

--------------------------------------------------------------

□社会奉仕委員会
　委員長　：中川　知之
　副委員長：井手　常博
　委員：円田　三郎

【上期事業報告】
　7月15日（海の日）、鹿子前パールシーでビーチ
クリーンアップが行われました。
　当日は会長以下、10名前後の参加者で市民団
体の参加者も多く、ゴミを探すのに苦労しまし
た。ゴミ袋がスカスカで、ふと皆さんを見ると
結構ゴミ袋が嵩んでいる。えっと思いよく見る
とみんな枯れ木の枝とか、枯葉とかで嵩上げし
ておられたので私もそれに倣いました。当日は
晴天で、すでに暑く、市の関係者が、参加者が
老人も多いなど熱射病で倒れることを心配され
て、時間は短縮されました。

【下期事業計画】
年間行事　
　6月　 空き缶回収キャンペーンへの参加と呼び

かけ
　7月　ビーチクリーンアップへの参加と呼びかけ

事業方針、目的、内容
　社会奉仕とは一般的には無報酬で社会の役に
立つ事をやる。つまり、ボランティア活動を表
します。ロータリーでは社会奉仕とは、ロータ
リアンの全てがその個人生活、事業生活、及び
社会生活に奉仕の理想を適応する事を奨励、育
成することであると定めてあります。ロータリ
アンがそれぞれの職業を通じ他の人に奉仕し、
高い道徳的水準を保つことを奨励するという職
業奉仕の理念にも通じます。

（4）

行事内容
　① 毎回例会時：出席確認と出席率計算、出席

報告を行いました。
　② 毎月第3例会時：永年出席表彰および出席

100％表彰を行いました。

活動内容
　① 「例会で見つけよう友情ときずな」を今年

のテーマとして、親睦活動委員会と協力し
て例会運営を行った。

　② 新入会員が6名と増えたので、まずは会員の
名前と顔を覚えていくことを重点に、出席
者をお迎えしました。

　③ 100%出席を目指し、メークアップを奨励し
ていきました。

【下期事業計画】
　① 行事予定
　　平成26年2月19日  創立記念日例会（第63回）
　　平成26年4月12日～13日
　　　　　　　　　    RI第2740地区大会（平戸）
　　 出席率を上げるように、会員に周知、参加

推進を行う。
　② 出席率100%を維持するために、メークアッ

プの方法の紹介、徹底を会員に繰り返し通
知していく。

　③ 引き続き、親睦活動委員会と協力して、出席
が楽しくなるような例会運営を行い、例会の
進行がスムーズになるように活動していく。

--------------------------------------------------------------

□プログラム委員会
　委員長　：芹野　隆英
　副委員長：圡井　弘志
　委員：遠田　公夫、坂本　　敏、池本　仁史

【上期事業報告】
　本年度は2ヵ月に1回のペースで委員会を開催
し、各委員より卓話者候補を推薦提案いただ
き、その中から選定いたしております。また、
会員卓話も月1回は入れられるようなスケジュー
リングを心掛けております。委員並びに会員皆
様のご協力のおかげで、前半はスムーズに卓話
者の決定ができました。
委員会実施日：6月25日、8月27日、10月24日、
　　　　　　　12月26日（計4回）

【下期事業計画】
　1月以降も委員会の中で、各委員より提案いた
だき卓話者を選考していく予定です。
委員会開催予定：2月末日、4月末日、6月（計3回）



いては、平成25年12月に文書にて依頼を送
付。手続きを進めてまいりたいと考えてお
ります。

　③ 姉妹クラブの台南RC及びラホヤRCとの、
国際交流･親睦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」を両クラブに郵送します。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■新世代奉仕委員会
　委員長　松尾　慶一さん

□ローターアクト委員会
　委員長　：髙瀨　宏滋
　副委員長：大久保利博
　委員：安福鴻之助、目黒　誠之、前田　勇人

【上期事業報告】
 　2月17日 役員交代式
 　4月13日～14日  第2690地区･第2740地区交

流会（鳥取･岡山･島根の3県）
 　5月25日～26日 RYCA
 　6月2日 リーダーシップフォーラム
 　6月15日 平和集会
 　6月29日～30日 ローターアクト年次大会
 　8月10日 松浦町盆踊り
　11月28日 公式訪問例会
　12月19日 クリスマス例会

　① 現在、田中ひかり会長はじめ10名の会員数
で行事に取り組んでいます。

　　 休部会員が2名で、会員増強に力を入れてい
ますが、現時点では増えていません。

　② 例会は、毎月第2、第4木曜日にホテルオー
クラJRハウステンボスで行っていましたが、
会員の諸事情により10月10日、11月14日、
12月12日は閉会でした。今後は、まず例会
がしっかり開催できるように指導し会員の
増強に取り組みます。

　③ 例会を実施する上で進行がスムーズに出来
ていない場面も有りました。

　④ 公式訪問例会では、石井正剛会長にお越し
頂き、今後の例会での活動内容や会員増強
の話をして頂きまして、ありがとうござい
ました。

【下期事業計画】
　1月26日　インターシティミーティング（諫早）
　4月下旬　リーダーシップ　フォーラム（鹿島）
　6月21日～22日　地区年次大会（諫早）

　当クラブでは事業として上記の2つを毎年行っ
ています。ただその時だけ空き缶やゴミを拾う
のではなく、一人で誰もいない所を歩いている
時、目の前に明らかに通行の邪魔になる空き缶
やごみがある場合、サッと手が汚れない様に拾
いゴミ箱に捨てる。そういう感覚もシンプルで
すが、いいのではないかと思います。

--------------------------------------------------------------

□国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　委員長　：中村　徳裕
　副委員長：橘髙　克和
　委員：安部　直樹、坂本　　敏

【上期事業報告】
行事
　 平成26年1月9日～12日　台南RC創立60周年記

念式典への出席

事業の方針、目的、内容
　① 姉妹クラブの台南RC及びラホヤRCとの、

国際交流･親睦に努めてまいりました。
　　 特に、台南RCが創立60周年を迎えられる記

念の年となるため、出来るだけ多くの会員
と共に、台南RCの記念式典に出席できるよ
う、準備と段取りに努め、会員･家族の皆さ
まのご理解とご協力のもと、事務局を含め
合計32名の訪問団で、お祝いの訪問に臨む
運びになりました。

　② ラホヤRCとの姉妹クラブ更新の手続きにつ
いては、平成25年12月に文書にて更新につ
いての依頼を送付いたしました。

　③ 姉妹クラブの台南RC及びラホヤRCとの、
国際交流･親睦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」を両クラブに郵送しております。

【下期事業計画】
行事予定
　 平成26年1月9日～12日　台南RC創立60周年記

念式典への出席

事業の方針、目的、内容
　① 下期も、姉妹クラブの台南RC及びラホヤRC

との、国際交流･親睦に努めてまいります。
　　 特に、台南RCの創立60周年記念式典には、

出来るだけ多くの会員と共に、出席できるよ
う、準備と段取りに努めてきました。会員･
家族･事務局合計32名の訪問団でお祝いの訪
問に臨みたいと思います。

　② ラホヤRCとの姉妹クラブ更新の手続きにつ
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　① 現時点では役員が仕事内容や取り組みに対
して引き継ぎが上手く出来ていないので、
今後の活動の為にマニュアルを作成してい
きたいと思います。

　② 例会においてスムーズな運営が出来るように
事前の打ち合わせを行い、楽しい例会が実施
できるように指導していきたいと思います。

--------------------------------------------------------------

□インターアクト委員会
　委員長　：佐保　　榮
　副委員長：岡　　英樹
　委員　　：見藤　史朗

【上期事業報告】
　7月5日  佐世保学園意見発表会（社会を明る

くする運動の月間）　4名参加
　7月27日  地区インターアクト前期指導者研修会
 武雄市文化会館
 63名参加／2名参加
　8月3日 新世代部門合同研修セミナー
 伊万里市民センター　3名参加
　8月10日～11日
 インターアクト年次大会
 武雄市民会館　231名参加／1名参加
　12月14日 地区インターアクト後期指導者研修会  
 彼杵総合会館　84名参加／2名参加

【下期事業計画】
　どのインターアクトクラブも会員の増加に苦労
しているようです。インターアクトの活動で重要
なのは顧問の先生及び学校の理解、会員リーダ
ーのやる気だと思います。残念ながら、当クラ
ブの西海学園インターアクトクラブは、ここ数年
休眠状態です。折角の青少年奉仕活動への支援
制度が活かされないのは実に残念な状況です。
　明るい話題としましては、今年7月に長崎中央
RCが純心高校を提唱するとのこと。また佐世保
の中でも提唱を検討されているという話を聞き
ました。これからも青少年の奉仕活動に対する
皆様のご支援を宜しくお願い致します。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■会員増強委員会
　　委員長　古賀　　巖さん

□会員増強･職業分類委員会
　委員長　：円田　浩司
　副委員長：田中　信孝
　委員：佐々木秀也、池田　　豊

【上期事業報告】
◦新会員入会状況（期首68名）
　8月7日
　　川口　博樹さん（西肥自動車㈱）
　　岡村　一郎さん（NTT西日本-九州 佐世保支店）
　　河原　忠徳さん（亀山八幡宮）
　11月6日
　　山口　剛史さん（㈱九電工 佐世保営業所）
　11月13日
　　田頭　愼一さん（前畑造船所㈱）
　　松尾　　貴さん（ハウステンボス技術センター㈱）
　12月4日
　　前田　文智さん（いちよし証券㈱ 佐世保支店）
　2013年12月31日現在　74名（1名退会）
◦ 8月21日、会員増強･拡大月間として、地区ク

ラブ奉仕統括委員長の佐藤 豊さん（長崎琴海
RC）をお招きして、「会員増強の意義を考えよ
う」と題して、例会内で卓話をいただいた。

◦ 河原忠徳さんと山口剛史さんの入会に際し、
適当な職業分類がなかったため、それぞれ「神
道」と「電気工事」を新設した。

【下期事業計画】
　上期は、会員各位のご協力により、順調に入
会していただくことができた。下期においても
職業分類に配慮しながら、1名でも多くの方に入
会していただくよう努力していきたい。

--------------------------------------------------------------

□ロータリー情報･文献記録委員会
　委員長　：中島　祥一
　副委員長：古原　　進
　委員：森　　信正、井上　斉爾

【上期事業報告】
事業内容

〔新入会員オリエンテーション〕
　①平成25年7月10日㈬ 午後2時15分～
　　佐世保玉屋8階　例会場　16名
　　◦ 河原　忠徳（かわはら　ただのり）
　　　　亀山八幡宮　禰宜
　　◦ 川口　博樹（かわぐち　ひろき）
　　　　西肥自動車株式会社　代表取締役社長
　　◦ 岡村　一郎（おかむら　いちろう）
　　　　NTT西日本-九州佐世保支店　支店長
　②平成25年10月23日㈬ 例会終了後
　　佐世保玉屋8階　例会場　9名
　　◦ 田頭　愼一（たがしら　しんいち）
　　　　前畑造船㈱　代表取締役社長
　　◦ 山口　剛史（やまぐち　つよし）
　　　　㈱九電工　佐世保営業所　所長
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　副委員長：目黒　誠之
　委員：大久保利博、白田　浩一、城島　一彦
　　　　佐藤　　淳

【上期事業報告】
①「週報」の発行（第1号～第24号）
② クラブ会員間の相互理解と友情を深めることを

事業の方針及び目的とし、委員会活動、例会で
の様子が分かるように「週報」を作成した。

③ 委員会委員6名で記事、写真の担当など役割を
分担し「週報」を作成した。

④ 例会及びその他会合の内容を撮影し、現場の
状況を記録した。

⑤ クラブ公式ホームページに毎回の会報を掲載
した。

【下期事業計画】
①「週報」を発行する。(第25号～)
② クラブ公式ホームページに毎回の会報を掲載

する。
③ 「週報」の発行を通じて、例会及びその他会合
の内容を記録として発信する。

--------------------------------------------------------------

□雑誌委員会
　委員長　：平尾　幸一
　副委員長：玉野　哲雄
　委員：松本　英介、髙田　俊夫

【上期事業報告】
　7月　 ガバナー公式訪問例会（7月10日）のため、

「雑誌の時間」は中止
　8月　 指定休会日（8月14日）のため、「雑誌の時

間」は中止
　9月　 観月例会（9月11日）のため、「雑誌の時

間」は中止。
 10月　 「雑誌の時間」を実施（10月9日）
　　　　担当者：大久保利博
 11月 　「雑誌の時間」を実施（11月20日）
　　　　担当者：坂元　　崇
　　　・ 11月13日予定が同20日に変更になりま

した。
 12月　 「雑誌の時間」を実施（12月11日）
　　　　担当者：前田　勇人
◦ 成果、反省点
　 　「ロータリーの友」を紹介し、担当者自らの

体験等をお話しになり、有意義であったが、
時間が長すぎる傾向にあり、下期は短時間で
まとめるように担当者へお願いしたい。
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　　◦ 松尾　　貴（まつお　たかし）
　　　　ハウステンボス・技術センター株式会社　代表取締役
　③平成25年11月13日㈬ 例会終了後
　　佐世保玉屋8階　例会場　7名
　　◦ 前田　文智（まえだ　ふみとも）
　　　　いちよし証券㈱佐世保支店　支店長
　④平成25年12月11日㈬ 14:00～
　　佐世保玉屋8階　例会場　11名
　　◦ 池田　真秀（いけだ　まさひで）
　　　　㈱ホーセイ　取締役副社長
　　◦ 吉田　英樹（よしだ　ひでき）
　　　　つくも総合法律事務所　所長
　　◦ 西村　一芳（にしむら　かずよし）
　　　　㈱西九州新生活センター　代表取締役社長
　　◦ 大神　吉史（おおがみ　よしふみ）
　　　　アドウィン㈱　代表取締役社長

〔3分間情報〕
　① 平成25年9月18日㈬
　　「ロータリークラブ有名人･不名誉人」
 中島　祥一
　②平成25年10月16日㈬
　　「SAAについて」 井上　斉爾

〔2013年度　新会員研修会･歓迎懇親会〕
　日時／平成25年11月13日㈬
　　　　研修会　16:00～18:20
　　　　歓迎懇親会　18:30～
　会場／レオプラザホテル佐世保
　出席者／ 会長 石井正剛、会員増強委員長 古賀

巖、R情報･文献委員長 中島祥一（講
師）、委員 森　信正、井上斉爾、幹
事 増本一也、遠田公夫（講師）、長島
正（講師）、新会員8名

　受講者／ 中川知之、大久保利博、佐藤　淳、
池本仁史、岡村一郎、山口剛史、田
頭愼一、松尾　貴

【下期事業計画】
　①新会員のオリエンテーションの実施
　②国際ロータリー文庫の紹介
　　国際ロータリー　http://www.rotary.org
　③ 入会3年未満の会員の3分間情報の実施
　　 （「ロータリーの友」を参考に）

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■公共イメージ委員会
　　委員長　加納洋二郎さん

□クラブ会報･広報委員会
　委員長　：長富　正博
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（今週の担当　長富　正博）
 （カメラ担当　城島　一彦）

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

＊1〜2月  例会予定＊　

 1月29日 ㈱JTB九州　
  佐世保支店長　田中　尚子 様

 2月 5日 佐世保警察署 鰐口　達也 様

 2月12日 アンデスの風　
  代表　山崎　和幸 様

 2月19日 創立記念日例会　

 2月26日 佐世保青年会議所　
  理事長　山下　忠則 様

【下期事業計画】
　1月　 台南訪問に伴う例会休会のため、「雑誌

の時間」は中止（1月15日）
　2月　「雑誌の時間」を実施（2月12日）
　3月　「雑誌の時間」を実施（3月12日）
　4月　「雑誌の時間」を実施（4月9日）
　5月　「雑誌の時間」を実施（5月14日）
　6月　「雑誌の時間」を実施(6月11日)
◦ 事業方針、目的、内容
　 　ここ数年継続中の入会3年未満会員による

「ロータリーの友」に関する情報を、原則と
して毎月第2例会の「雑誌の時間」で紹介、報
告する。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■ロータリー財団委員会
　　委員長　松尾　文隆さん

□補助金委員会
　委員長　：幸良　秋夫
　副委員長：菅沼宏比古
　委員：松尾　弘司

【上期事業報告】
① 本年度から導入された「地区補助金計画」と

して、佐世保学園「社会を明るくする運動」
意見発表会を主催し、審査、表彰を行った。

②2013-14年度ロータリー財団セミナーへの出席
　日時／2013年10月20日㈰  13:00～
　場所／佐世保市労働福祉センター
　出席者／円田　昭会長エレクト、幸良　秋夫

【下期事業計画】
　地区補助金計画の条件とされている「補助金
セミナー」に出席し、補助金利用の要件を備え
るとともに、次年度活動として、佐世保学園意
見発表会の継続を含めて、制度の趣旨に沿った
事業計画を策定していきたい。

□資金推進･財団･米山委員会
　委員長　：溝口　尚則
　副委員長：梅村　良輔
　委員：小幡　　修

【上期事業報告】
① 今年の活動目標である財団、ポリオ撲滅、米

山記念奨学会の活動内容を会員に啓発活動を

行う。以下のような活動を行った。
　 　通常の例会にて、財団カードの取得につい

て詳細に解説を行った。また、当クラブの財
団に対しての寄付実績を2回にわたり例会で報
告し、今後の寄付の方向を会員に説明した。
ポリオ撲滅に対するロータリーの活動を報告
し、現状のロータリーの活動内容を説明し
た。また、来年度の、米山奨学生の世話クラ
ブになるべく次年度会長とその計画について
検討した。ゴルフコンペにてポリオ撲滅キャ
ンペーンを行った。

② 財団に対する寄付を会員に広く浅く募る。以
下のような活動を行った。

　 　当クラブの寄付実績について理解を得て、前
年度よりかなり積極的な寄付を得る事ができ
た。財団、ポリオ撲滅に対して7,310ドル、米
山奨学会特別寄付250,000円、友愛基金250,000
円の実績を得る事ができた。

【下期事業計画】
　前期で行ったロータリー財団、ポリオ撲滅、
米山奨学会の啓発を会員に対して啓発活動を行
う。特に来年度の、米山奨学生の世話クラブと
して活動を行い、米山奨学会に対しての理解を
深める。また、寄付に対しての理解を求め、更
に会員に啓発活動を行う。


