
■副会長　平尾　幸一
　今年度、副会長をさせていただ
くことになりました。私は入会か
らようやく8年目を迎えたところ
で、私だけでなく、納所幹事も、
髙瀨副幹事も、入会年数が浅く、ロータリーに
対する知識も理解も浅く、3名とも若干の不安を
抱いているのが正直なところで、会員の皆さん
からのアドバイスやサポートが必要です。これ
から、1年間、どうぞ宜しくお願い申しあげま
す。
　私のカウンセラーは加納洋二郎さんで、中島
祥一会長の時に入会しました。平成19年4月4
日、富士国際ホテルにおける観桜例会が最初の
例会でした。その結果、私は入会初日に、日本
酒が大好きであることを皆さんに知られてしま
いましたが、日本酒党の会員の方々とは、楽し
いひと時を過ごすことができました。その後
も、夜の例会だけでなく、昼間の例会でも、日
本酒が好きな会員の皆さんと何かにつけて行動
を共にさせていただくようになり、次第に毎週
の例会も楽しくなり、今では例会を楽しめるよ
うになりました。
　最近入会された会員の方の中には、昔の私と同
じような気持ちを持っておられる方もいらっしゃ
るかもしれません。例会を楽しむという境地に至
るまでには時間がかかりますが、例会に出席して
いれば、特に夜の例会に出席されれば、きっとロ
ータリーが楽しくなってくると思います。
　円田会長は、とにかく例会を楽しくしたいと
いうことに重点を置きたいと言われています。
私たちも、例会が楽しくなるように努力して参
りますので、会員の皆さんからのご指導、アド
バイスをよろしくお願い致します。

◎クラブ運営について

■会長　円田　　昭
　本年度の運営方針は来週配布し
ます活動報告書に記載しておりま
すが、運営にあたりまして中心的
な考え方として、例会場に掲げてあります「出
席という美しき友愛を」の精神を基にクラブ行
事に積極的に参加する努力を会員の皆様にお願
いし、従来通りの活動をより充実させて参りた
いと考えます。
　会員増強については昨年、石井会長や会員増
強委員長の古賀さんのご努力で68名から74名と
大きく増やして頂きました。今年も更に仲間を
増やすべく芹野会員増強委員長を中心に努力を
継続して参ります。
　そして地区から要請されているロータリー財
団と米山奨学会への寄付についても例年通りの
協力をし、目標を達成したいと考えております。
　本年は姉妹クラブ訪問、来訪とか特に大きな
事業は予定されておりません。新しい会員も増
えておりますのでクラブ会員同士の交流と親睦
を中心に事業に取り組んでまいります。各委員
長さんには知恵とアイディアを出して頂き、会
員の皆さんが参加し易く、参加して楽しかった
と言って頂ける様な企画をお願い申しあげます。
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　先週の土曜日にはお忙しい中、名誉会員はじ
め多くの会員の皆様、そして奥様のご出席を頂
き、厳粛な雰囲気の中での役員交代式、また古
賀さんの流暢な司会による楽しい懇親会を盛大
に開催できました事をお礼申しあげます。
　囲碁大会で優勝されました長島さん、将棋大
会で優勝されました増本さん、そしてゴルフ大
会で優勝されました安福さん、誠におめでとう
ございました。
　本日の第 1 回例会の緊張感を忘れずに一年間
のクラブ運営に努めて参ります。会員の皆様の
ご協力を宜しくお願い申しあげます。

　本日の11時より第 1 回理事会を開催しました
のでご報告いたします。
1．理事会決議事項の承認
2．組織図表の変更について
3． ガバナー補佐訪問クラブ協議会について（最

終確認）
　　　日時／平成26年7月9日㈬　12:30〜
　　　場所／例会場
4． ガバナー公式訪問について最終確認
　　　日時／平成26年7月16日㈬
　　　　　11:30〜12:15 　懇談会

（会長、幹事、会長エレクト出席）
　　　　　12:30〜13:30　例会
　　　場所／懇談会：佐世保玉屋7階 玉昇庵　
　　　　　例　会：佐世保玉屋8階例会場
5． 初盆を迎えられる会員について
　　来週セルフボックスに配布
6． 事務局盆休みについて
　　8月13日㈬〜15日㈮
7． 8月例会プログラムについて
8． 第2回理事会等の日程について

 幹事　納所　佳民
１．	国際ロータリー会長
	 　ゲイリーC.K.ホアンさん
　 2015年1月1日より半期会費請求システム大幅

変更のお知らせ

２．国際ロータリー日本事務局	経理室
　7月のロータリーレート
　　1ドル=102円です。

３．2013-14年度ガバナー	 塩澤　恒雄さん
　　地区幹事	 竹田　健介さん
　　ガバナー事務所スタッフ一同
　�ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（お礼）
　　 ６月末をもちましてガバナー事務所を終了、
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◎クラブ予算について
■会計　富永　雅弘
　　

　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。

■吉
よしざわ

澤　俊
しゅんすけ

介
　㈱親和銀行　取締役頭取
　推薦者：田中丸善保
　　　　　池田　　豊
　カウンセラー：
　　　　　池田　　豊
　委員会配属：職業奉仕委員会
　　　　　　　補助金委員会

　伝統と格式ある佐世保RCに入会させていただ
きありがとうございます。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　米山奨学生　B

ブ イ

UI, C
チ

HI T
テ ィ

HI B
ビ ッ ク

ICHさん
◯ビジター
　佐世保南RC
　　⻆　　康隆さん、大浦　和夫さん
　　山口　嘉浩さん、古賀　良一さん
　　宇野　隆徳さん
　佐世保中央RC
　　牛島　義亮さん、指山　康二さん
　　馬場　貴博さん、岩政　　孝さん
　　井上　　亮さん
　ハウステンボス佐世保RC
　　川㟢　伸一さん

会長　円田　　昭
　本年度第 1 回目の例会という事で柄にもなく緊
張しております。平尾副会長、納所幹事、髙瀨副
幹事を中心として理事・役員の皆様のお力添えを
頂きながら一年間のクラブ運営に努めて参ります
ので会員の皆様のご協力をお願いいたします。
　そして本日の例会には多くのビジターの皆さん
をお迎えしております。どうか今日だけでなく一
年を通して時々のご来訪をお待ちしております。

例 会 記 録

会 長 報 告

入　会　式

幹 事 報 告
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8月中旬まで直前ガバナー事務所として残務
処理にあたります。

４．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　地区会計長	 光石　尚彦さん
　 2014-15年度地区資金（前期分）送金のお願いが

届いております。

５．第2740地区ガバナー事務所
　 2740地区ホームページ更新（7月1日）のお知ら

せが届いております。

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　先日の役員交代式には、多数ご
参加いただきましてありがとうご
ざいました。今後とも親睦活動委
員会をよろしくお願いします。

■R奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　黒木　政純
「ビーチクリーンアップ」のお知らせ
　日時／7月21日（月･祝）
　〔集　　合〕午前 8:30
　〔清掃活動〕9:00から1時間程度
　場所／鹿子前 西海パールシー
　　　　広場に集合してください。

　雨天決行。荒天時は中止しますが、決行･中止
のお知らせは当日「はっぴぃ！FM」で7:00と
7:20の2回放送予定です。
　参加される方は回覧をまわしますので、傷害
保険への加入のため、住所・氏名・年齢・電話番
号の記入をよろしくお願いします（来週も出席表
を回覧します）。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
米山記念奨学会クラブ委員長
セミナーの結果報告
　6月29日㈰ 午後2時、諫早中央
公民館で開催されました第2740
地区米山記念奨学会2014-15年度
クラブ委員長セミナーに出席しま
したので、その結果をご報告します。
 セミナーには、各クラブの米山委員長のほか、
米山奨学生も出席し、宮㟢ガバナーのご挨拶の
後、栗林米山奨学会常務理事から米山奨学事業
についての説明、本多地区委員長からは、第
2740地区各クラブの寄付金納入状況等の現状説

明のほか、本年度の地区目標額達成に向けての
推進依頼があったほか、雲仙RCから事例発表が
ありました。
　引き続き、2013-2015年度米山親善大使を務め
ておられる、広島大学・若手研究人材養成セン
ター特別研究員の楊小平（ヤン シャピオン）さん
から、「『平和』という文化をつなぐ」と題する卓
話がありました。
　本年度は、当クラブも米山奨学生の世話クラ
ブになっておりますので、より一層米山奨学事
業に対する理解を深めるとともに、前年度を上
回る実績が挙げられるよう皆様のご協力をお願
いしてまいりたいと思っておりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

	 親睦活動委員会　古賀　　巖
佐世保南RC
馬郡　謙一さん、⻆　　康隆さん
山口　嘉浩さん、大浦　和夫さん
古賀　良一さん、宇野　隆徳さん
桟　　宗利さん
　石井正剛会長、富永雅弘副会長、増本一也幹
事、1年間お疲れ様でした。円田 昭会長、平尾
幸一副会長、納所佳民幹事のご活躍を期待して
います。円田節を炸裂させてください。

佐世保南RC　古賀　良一さん
　佐世保クラブの皆様、ご無沙汰しておりまし
た。石井直前会長、増本前幹事、大変お世話様
になりました。ご苦労様でした。

佐世保中央RC
指山　康ニさん、井上　　亮さん
牛島　義亮さん、岩政　　孝さん
馬場　貴博さん
　円田会長、納所幹事の船出を心からお祝い申
しあげます。

ハウステンボス佐世保RC
川㟢　伸一さん
　円田会長、納所幹事の船出の見送りに参りま
した。

円田　　昭会長、平尾　幸一副会長
納所　佳民幹事、髙瀨　宏滋副幹事
　1 年間、宜しくお願いいたします。

石井　正剛さん、増本　一也さん
　硬派、円田 昭会長の今年 1 年間の個性豊かな
運営を期待してます。納所幹事は私達が自信を

委員会報告

ニコニコボックス



もって送り出した人材ですから、かわいがって
やってください。髙瀨宏滋君は私達の息子みた
いな存在ですので、ちょっと不安ですが、頑張
ってくれる事でしょう。円田会長の硬派に対し
て、二人はどちらかというと軟派ですので、途
中で難破しない様気を付けてください。

円田　　昭さん、納所　佳民さん
池田　　豊さん、田中丸善保さん
川口　博樹さん、橘髙　克和さん
中島　祥一さん
　吉澤俊介頭取のご入会を心より歓迎致します。

佐藤　　淳さん
　10年程前、当ロータリークラブ会員であった商
工中金の元支店長小野口がこの度、常務執行役
員に昇任されました。また、九州地区の担当役
員となり、度々この佐世保にも訪れる事となり
ます。今後とも商工中金を末永くよろしくお願
いしたくニコニコします。

山縣　義道さん、安福鴻之助さん
福田　金治さん
　吉澤頭取の入会を歓迎します（三田会のメンバ
ーとして）。

SAA	 加納洋二郎さん
親睦委員長	 長富　正博さん
親睦副委員長	 古賀　　巖さん
出席委員長	 松尾　文隆さん
出席副委員長	 岡村　一郎さん
　1 年間例会ならびに懇親会への多数の方の出席
をお願いします。1 年間お世話になります。

大神　邦明さん、玉野　哲雄さん
　円田会長の1年間のご活躍に期待してニコニコ
します。

米倉洋一郎さん、髙田　俊夫さん
幸良　秋夫さん、黒木　政純さん
池本　仁史さん
　ホームクラブ出席100%の表彰をいただきあり
がとうございました。

安福鴻之助さん
　役員交代式記念ゴルフ優勝しました。田中丸さ
んが不参加だったので玉野さん、井上さんとのペ
アリング。この組で一番スコアの良い者が優勝で
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（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　中川　知之）

クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史

＊7月  例会予定＊

 7月16日　宮﨑　清彰ガバナー公式訪問例会

 7月23日　長崎県県北振興局長
 　　　　　辻本　政美 様

 7月30日　佐世保警察署長
 　警視正　坂谷　朝男 様
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委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

◇

ニコニコボックス 合　　計 53,000円
テーブルBOX 合　　計 31,000円
 本日合計 84,000円

 累　　計 84,000円

すバイと言ってスタートしたら、その通りになり
ました。同一年度の朗遊会で2度優勝で申し訳な
かったのですが、ハンディもちゃんと上がってい
たのでご容赦を…とちょっと自慢です！

松瀬　茂雄さん
　6月14日のゴルフ大会には急きょ参加させてい
ただきました。ハンディキャップのお陰で初めて
二位に入賞することが出来ました。ありがとう
ございます。

芹野　隆英さん
　朗遊会で3位になったのでニコニコします。早
く古賀  巖さんみたいに優勝したいです。

有薗　良太さん、坂元　　崇さん
　役員交代式記念コンペにて、会長賞（有薗）な
らびに直前会長賞（坂元）をいただきありがとう
ございます。

古賀　　巖さん
　先日役員交代式では多数のご出席ありがとうご
ざいました。ただ司会をさせて頂きましたが、い
きなりこともあろうか委員長の名前をまちがえて
しまいました。反省の意味でニコニコします。


