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謹んでご冥福をお祈り申しあげます

松尾　弘司さん

平成26年5月23日　享年93歳

【ロータリー暦】
1962年4月11日入会　在籍52年1ヵ月
1966～1967年　幹事
1967～1968年　幹事
1970～1971年　理事　社会奉仕委員長
1973～1974年　理事　親睦委員長
1974～1975年　理事　国際奉仕委員長
1977～1978年　理事　副会長
1978～1979年　理事　職業奉仕委員長
1980～1981年　会長
1988～1989年　理事　世界社会奉仕委員長
1989～1990年　理事　職業奉仕委員長
1992～1993年　監事
1994～1995年　理事
1999～2001年　監事 2011年12月17日 忘年家族会にて

【ご寄付内容】
ロータリー財団	 1973年～　3,000ドル
㈶ロータリー米山記念奨学会	 1980年　		300,000円
佐世保RC国際交流基金	 1988年　1,000,000円



◯ゲスト
　第5グループガバナー補佐（北松浦RC）
	 松尾　清治さん
　長崎国際大学RAC	 会長　田浦　麗美さん
	 幹事　瀧浪　孝憲さん
	 会計　垣口　里穂さん
	 顧問　塚原　和之先生
◯ビジター
　北松浦RC	 西尾　弘毅さん、山口　俊一さん
	 上ノ原宏二さん、中村　尚広さん

 幹事　増本　一也さん
１．台南RC 会長　周　亮宏 さん(E.S)
　松尾弘司様ご逝去お悔やみ状が届いております。

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2014年6月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（現行102円）です。

３．ガバナーエレクト 宮㟢　清彰さん
　　次年度地区米山奨学委員会
  委員長　本多　善彦さん
　�2014-15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／2014年6月29日㈰	13:30受付	14:00開会
　　会場／諫早市中央公民館
　　	出席要請／地区関係者、2014-15年度クラブ
米山委員長、米山奨学生

４．研究会委員長・元RI理事 黒田　正宏さん
　　国際ロータリー理事 北　　清治さん
　　国際ロータリー理事エレクト 杉谷　卓紀さん
　	第3回全国インターアクト研究会並びに第1回
全国インターアクト地区委員長会議ご案内と
登録・参加のお願い
　　開催日時／2014年8月10日㈰
　　12時受付　13時開会～18時　懇親会19時～
　　2014年8月11日㈪
　　9時開会～12時閉会	午後	フィールドワーク
　　開催場所／神戸国際会議場（8月10日	研究会）
　　神戸ポートピアホテル（8月11日	研究会）
　　参加対象者／	関係ロータリアン、インター

アクト顧問教諭
　　登録料／ロータリアン	15,000円
　　　　　　顧問教諭	5,000円
　　締め切り／6月30日㈪
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	 会長　石井　正剛さん

　只今皆様に黙祷を捧げて戴きま
したが、5月23日㈮、松尾弘司パ
スト会長がご逝去なさいました。
本年2月19日に行いました、創立
記念例会の際、故松尾パスト会
長より、「懇親会の中で、昔のロータリーの話
ば、少しさせてくれんね」とのお申し出を戴き
ました。そこで、お話をお聴きしましたが、あ
れがお元気なお姿を拝見する最後になってしま
いました。
　台南RCの皆様との、ディナークルーズにも当
初参加される予定でしたが、奥様の体調がすぐ
れないとの事で、欠席なさいました。後日、奥
様がお亡くなりになった時は、皆様には公表を
控えるようにとのご伝言でしたので、ご連絡を
ご遠慮させていただきました。その時から体調
を崩されていたようです。
　故松尾弘司パスト会長のご生前の、ロータリ
ーにおけるご功績に対し、心より敬意を表し、
ご冥福をお祈りいたします。
　又、昨日、当クラブにご遺族から、多額のご
寄付をいただきましたので、友愛基金に算入さ
せていただきます。
　本日は第５グループ松尾清治ガバナー補佐を
お迎えしております。
　先に行われました、地区大会におきまして、
50年以上在籍者	故松尾弘司会員、35年連続出席
者	玉野哲雄会員が、塩澤恒雄ガバナーより個人
表彰をお受けになりました。本日表彰状の伝達
式を行います。
　松尾清治ガバナー補佐におかれましては、1年
半にわたりまして、ガバナーと各クラブとの調
整、伝達、又各クラブのご指導を戴きました
事、誠にありがとうございました。これを機
に、今後とも当クラブをご訪問いただきますよ
うお願い致します。
　最後に、小幡	修会員より平成26年5月23日付け
にて退会届が提出され、持ち回り理事会において
ご承認いただきましたのでご報告いたします。

◯ロータリーソング「我らの生業」

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告



■社会奉仕委員会 委員長　中川　知之さん
「�空き缶回収キャンペーン」に
ついて
　日時／平成26年6月1日㈰
　　　　8:50集合
　集合場所／名切公園「友愛の森」

■「補助金委員会委員」
　		委嘱状の伝達
　　		橘髙　克和さん

■松尾清治ガバナー補佐による表彰状の伝達式

	 輪飲クラブ 　大神　邦明さん
　皆さん全員にご案内していない
様で、申し訳ありません。全会
員、ご夫人共自由参加の輪飲クラ
ブです。どうぞふるってご参加く
ださい。
　6月13日㈮	米海軍基地内のハーバービューレ
ストランで18:30より、オーパスワンを中心とし
たワイン会を行います。会費は13,000円です。
是非、皆様のご参加をお待ちしております。
　基地への登録手続の為、6月4日㈬迄で締め切
りとさせていただきます。申し込みは我がクラ
ブ事務局へお願い致します。
　パスの無い人は、基地への入出は石井海陸興
業前に18:00に集合して、ベースタクシー乗合で
行きます。この際、身分証明書として免許証、
パスポートを必ず持参してください。

■ローターアクト委員会　委員長　髙瀨　宏滋さん
　先日24日に行われましたロータ
リー青少年指導者養成プログラム
「RYLA」の報告をさせていただ
きます。
　今回「RYLA」は、諫早北RC
がホストクラブで実施され、「国
立諫早青少年自然の家」で『“Try	NEXT”元気・
本気・勇気が未来を築く』というテーマで、24日
と25日の2日間で行われました。
　当クラブからは坂元	崇さんと大神吉史さんの
3名で出席してきました。坂元さん、大神さん、
お忙しい中ありがとうございました。
　今回RACからは、本日卓話に来ている3名が
参加し、13時からのプログラムをこなし修了証
をいただいてきました。
　プログラムに関しては、「子供の城体験アクテ
ィビティ」や「グループディスカッション」を行
っています。
　尚、ローターアクト第100回記念例会を、6月1
日㈰	10:30点鐘、波佐見町のくらわん館で行いま
すのでよろしくお願いします。

■ロータリー財団委員会 委員長　松尾　文隆さん
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氏�お米贈呈の件
　苦学生に対するお米贈呈支援プ
ロジェクトの概要が決まりました
ので報告いたします。
　このプロジェクトを有意義に遂
行する機会を設けるため、官氏の農場に於いて
田植え体験会を実施し、昼食は参加者分担にて
カレーの炊き出しを行い、昼食時にコミュニケ
ーションを図る。
　日時／平成26年6月15日㈰　9:30より
　場所／東彼杵町瀬戸郷：官氏農場
　　　　	昼食及びお米贈呈会：東彼杵町コミュ

ニティーセンター
　多くの会員の参加をお待ちしております。　

〔官氏の経歴〕
　中華民国　台北市出身　1968年11月25日生まれ
　長崎県立大学卒
　日本人の奥様を娶られ現在、上記に居住する営農家
　佐世保RC国際奨学生（1992年4月～1993年3月）
　カウンセラー　松本英介会員
　米山奨学生（1993年4月～1994年3月）
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委員会報告

その他の報告

50年以上在籍表彰
松尾　弘司さん
（代理　石井会長）

35年連続例会出席表彰
玉野　哲雄さん

輪飲倶楽部より



	 囲碁・将棋同好会幹事　平尾　幸一さん
2014-2015年度役員交代式記念
囲碁・将棋大会開催のお知らせ
　6月11日の例会後、16:00より、
セントラルホテルにおきまして、
2014-2015年度役員交代式記念囲
碁・将棋大会を開催致します。
　今回は、テーブル・イス席での対局となってお
りますので、腰が痛い方、膝が痛い方も安心して
お楽しみいただけると思います。会費は、夕食付
で3,000円、現在、囲碁に4名、将棋に6名の方が
エントリーされています。ハンディキャップの設
定により、初級者の方もお楽しみいただけますの
で、皆様のご参加をお待ちしております。

『長崎国際大学RACの活動について』

　長崎国際大学RAC
　　会長 田浦 麗美さん

1．会長テーマ
“I Can’t wait ! 
　　楽しみだなあ！”
	「面倒くさい！」って言いたくなることも、実際
にやってみるとそうでもなかったりする。だとし
たら「面倒だな」って思ったのは、間違いという
ことになる。これは愚にも付かない。だから「楽
しみだなあ」って、いつも自分に言ってやろう。
という概念でございます。

2．現状について
　4月1日の会員数は、会長、幹事、会計の3名で
した。5月22日現在では、27名（うち留学生6名）。
　4月に行われた大学の新歓祭（クラブ紹介）で
は、本学の理事長や顧問の先生も一緒になり、
学生に関心を持たせ広告配りを手伝ってくださ
いました。そのチラシはSK-iの営業さんと打ち
合わせしながら決めました。おかげさまで、学
生は27名となりました。
例会：月２回（第2・4週の木曜日）
　　　活動時間	18:30～20:00
場所：ホテルオークラJRハウステンボス
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（今週の担当　佐藤　　淳）
	（カメラ担当　長富　正博）

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

＊6月  例会予定＊

	6月11日　海上自衛隊佐世保地方総監
	 	 池田　徳宏	様

	6月18日　クラブ協議会

	6月25日　クラブ協議会

内容：	社会人との交流、国際交流、ボランティア
活動を通して普段できない体験、経験

３．問題点
◦	会員の中途退会→楽しい、美味しい、来てよ
かったという例会
◦	専門委員会が定まっていない→例会や事業内
容を理解していない
◦	活動数が少ない→皆さんの大切な人や大事な
友達に、ローターアクトクラブをPR（宣伝広告
活動）する。

４．これからどうしていくか
◦	会員との親睦を図る→懇親会が少なく、また
会員とのコミュニケーションがとれていなかっ
たので、懇親会の数を増やす。また卓話をし
てもらうだけではなく、自分たちでメインテ
ーマを作っていく。
◦	専門委員会を確立し、委員会活動を行う→今
まで３人しかいなかったので割り振りをして
委員会活動を行う。
◦	早めに活動計画を立てて活動数を増やす→ク
ラブ運営の仕方を学び、2ヵ月先3ヵ月先をみ
るようにする。
◦	他クラブと交流を深める→いろんな価値観を
もった人と交流し視野を広げる。

5．活動計画
陶芸体験　定例会第100回記念
　場所：東彼杵郡波佐見町「くらわん館」
　日時：6月1日㈰　10時30分点鐘　　

スポーツ例会　例会活動予定行事
　内容／	ボウリング・ダーツ・登山・ビリヤード・

バドミントン・サッカー・ドッヂボール

卓　　話

囲碁・将棋同好会より


