
■会長　円田　　昭
　上半期の報告、下半期の計画の発表をお
願いします。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　木村　公康

□親睦活動委員会
　委員長　：長富　正博
　副委員長：古賀　　巖
　委員：目黒　誠之、城島　一彦、川口　博樹
　　　　山口　剛史、田頭　愼一、松尾　　貴
　　　　前田　文智、池田　真秀、西村　一芳
　　　　小川信次郎、松原　　健、松本　淳也
　　　　古賀　久貴、田口　恵介

【上期事業報告】
平成26年6月28日 
　役員交代式並びに記念懇親会
　佐世保玉屋7階　文化ホール　90名
平成26年9月10日
　観月例会　
　富士国際ホテル　60名
平成26年11月12日
　新会員研修会並びに新会員歓迎懇親会
　アイトワ　50名
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平成26年12月13日
　忘年家族会
　佐世保玉屋7階　文化ホール　117名

◦ 上記催事において企画、運営、受付、進
行等の運営を行いました。

◦ 各例会においてニコニコボックスの受
付、発表を分担して行いました。

◦ 毎月第2例会で誕生祝い、第4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作製し、急を要
する対応に備えました。

【下期事業計画】
平成27年1月28日
　長寿祈願祭並びに祝賀会
　亀山八幡宮並びに玉屋7階 文化ホール
平成27年4月1日
　観桜例会
　ホテルオークラJRハウステンボス

以上の事業を計画しています。

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

□出席･例会委員会
　委員長：　松尾　文隆
　副委員長：岡村　一郎
　委員：米倉洋一郎、河原　忠徳、田頭　愼一
　　　　松尾　　貴、前田　文智、池田　真秀
　　　　吉田　英樹、西村　一芳、大神　吉史
　　　　小川信次郎、松原　　健、松本　淳也
　　　　古賀　久貴、田口　恵介

クラブ協議会クラブ協議会



【上期事業報告】
① 加納洋二郎SAAをサポートし、親睦活動

委員会と協力し、例会出席が楽しくなる
ように努めると共に、年間行事への出席
を奨励しました。

② 例会入口において出席受付ボードを活用
し、出席の確認、出席率の算定を行いま
した。(特に新入会員には、全ての会員の
名前と顔を覚えるようにしました。)

③ 100%出席を目指し出席出来ない例会時の
メークアップを奨励しました。

④ 毎月第3例会時に、永年会員表彰及び出席
100%表彰を実施しました。

⑤ 地区大会への出席率向上を図るべく啓発
しました。

【下期事業計画】
　上期に引き続き活動を行って参ります
が、特に創立記念例会に全会員の出席を促
すよう、啓発に努めてまいります。2月18日
㈬18:30〜 レオプラザホテル佐世保にて。

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

□プログラム委員会
　委員長：　松本　由昭
　副委員長：城島　一彦
　委員：佐保　　榮、長島　　正、圡井　弘志

【上期事業報告】
　ロータリークラブの基本活動である例会を
より意義のある場とするために、充実した
内容卓話を以下の方針に基づき実施いたし
ました。

① 2014年度佐世保ロータリークラブの基本
方針のもとに会員に意義のある卓話を実
施いたすよう努力いたしました。

② 会員相互の理解を深めるため、会員によ
る卓話を積極的に実施いたしました。

③ 新入会員については、会の活動に早く慣
れるためにも、自己紹介を兼ねた卓話を
順次実施いたしました。

④ 外部講師による卓話についても積極的に
実施し、多方面より講師をお招きし充実

した例会になるよう努めました。
⑤ 委員会については 2 か月に 1 度ほど開催

し、卓話候補者の選定並びにスケジュー
リングなどについて話し合いました。

【下期事業計画】
　ロータリークラブの基本活動である例会
をより意義のある場とするために、充実し
た内容卓話を以下の方針に基づき実施いた
します。

① 2014年度佐世保ロータリークラブの基本方
針のもとに会員に意義のある卓話を実施
いたします。

② 引き続き会員相互の理解を深めるため会
員による卓話を積極的に実施いたしま
す。

③ 新入会員については会の活動に早く慣れ
るためにも、自己紹介を兼ねた卓話を順
次実施いたします。

④ 外部講師による卓話についても積極的に
実施し、充実した例会になるよう努めま
す。

⑤ ローターアクト等の若い方がたの卓話につ
いても積極的に取り組んでいきたいと思
っております。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　黒木　政純

□職業奉仕委員会
　委員長：　梅村　良輔
　副委員長：岡　　英樹
　委員：井上　斉爾、吉澤　俊介

【上期事業報告】
 8月30日　 武雄市で開催された2740地区職業

奉仕セミナーへの参加
　　　　（黒木以下5名参加）
10月29日　 「職業奉仕月間」に地区職業奉仕

委員長 佐賀南RCの駒井英基氏の
卓話を実施した。
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【下期事業計画】
　今年4〜5月頃　職場訪問の予定

　職業奉仕は、ロータリー活動の幹となる
ものですので、今後も啓蒙活動に努めてい
きたいと思います。

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

□社会奉仕委員会
　委員長：　遠田　公夫
　副委員長：松瀬　茂雄
　委員：円田　三郎、森　　信正

【上期事業報告】
7月21日　 鹿子前周辺のビーチクリーンアッ

プに参加
 　　　  　 円田会長以下15名の会員と、ロー

ターアクト2名が参加して清掃活動
を行った。佐世保の観光拠点であ
るエリアのクリーンアップを啓蒙
･実践していく大切さを感じた。

12月7日　 東彼杵町で開催された2740地区社
会奉仕セミナーに円田会長と遠田
委員長が参加

【下期事業計画】
　今年6月7日㈰ 佐世保市の市民大清掃･空き
缶回収キャンペーンに参加予定。例年通り
名切公園一帯の清掃活動を計画していま
す。会員個人はもとより、家族単位、事業
所単位での参加を推進します。

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

□国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　委員長：　大神　邦明
　副委員長：安福鴻之助
　委員：山下　尚登、菅沼宏比古

【上期事業報告】
　特に活動なし

【下期事業計画】
◦ 国際奉仕活動の一つとして、ポリオプラ

スの推進について、ロータリー財団への
寄付促進をクラブ内に呼びかける。

◦ 姉妹クラブ活動として、従来通り台南、
ラホヤRCに週報、ロータリーの友を送付
し、友好関係を維持する。

◦ 2月の「世界理解月間」には国際奉仕関係
の卓話を計画

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■青少年奉仕委員会
　　委員長　大久保利博

□ローターアクト委員会
　委員長　：増本　一也
　副委員長：大神　吉史
　委員：安部　直樹、下田　弥吉、河原　忠徳
　　　　吉田　英樹

【上期事業報告】
長崎国際大学ローターアクトクラブの活動実
績報告
①現在の長崎国際大学RAC会員数：30名
　 　今年度一時 3 名まで激減していた会員

は、会員増強の成果が出て、30名まで増
員できました。しかしながら、例会費用
が大幅に増加、予算オーバーの現状です｡
対策として収入面では活動費捻出の為の
チャリティーバザーの開催や支出面では
月２回の例会のうち、１回を大学で開催
する事で支出を抑制していくようにして
いきます。

②次年度役員
　　会長　　田本新一郎
　　副会長　仁原田　汀
　　幹事　　堤　　龍平
　　会計　　ブイ チ ティ ビック（米山奨学生）
③例会卓話者について
　 　今期のローターアクト委員会メンバー

は、例会卓話を１回は担当するように計
画していきます。

【下期事業計画】
① 長崎国際大学RACの事業計画に基づいた

活動を指導。
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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
　米山奨学生　B

ブ イ

UI, C
チ

HI T
テ ィ

HI B
ビ ッ ク

ICHさん

 会長　円田　　昭
　あけましておめでとうござ
います。
　今年の正月はうっすらと雪
化粧をした、小雪が舞う寒い
お正月でした。会員の皆様方
におかれましては、ご家族の皆様と健やか
な新年をお迎えになられたと拝察いたして
おります。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。
　例会に先立ちまして、理事会を開催して
おりますのでご報告致します。

〔理事会報告〕
1．忘年家族会の決算を承認いたしました。
2． 1月28日に開催します長寿祈願祭の予算

と内容を承認しました。
3．上期の決算を仮承認しました。
4．2月の例会プログラムを承認しました。
5．次回理事会日程を承認しました。
6． 橘髙克和会員より出席規定適用免除申請

書が提出され承認しました。
7． 2月18日㈬ 創立記念例会
　 18:30よりレオプラザホテル佐世保にて

② 長崎国際大学RACの新役員をはじめ、ア
クト会員への基礎知識を深める為の勉強
会を実施する。（日程等は未定）

③  長崎国際大学RACの会員増強を支援する。
④ 佐世保RCの例会や事業にも積極的に参加

させ、佐世保RC会員との交流を促進する。
⑤ 佐世保RCローターアクト委員によるアク

ト例会での卓話を実施する。

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

□インターアクト・青少年活動委員会
　委員長　：田中　信孝
　副委員長：目黒　誠之
　委員　　：松本　英介　菅沼宏比古

【上期事業報告】
○ ７月 佐世保学園意見発表会
○インターアクトクラブ年次大会への参加
　日時／平成26年9月13日㈯　13:00〜16:00
　会場／シーハット大村（大村市）
　参加者／西海学園高校生徒 4名
　　　　　（1年生2名、2年生2名）
○ 2014-2015年度 地区大会「指導者育成セ

ミナー青少年の集い」への参加
　会場／平成26年11月15日㈯
　　　　10:00〜12:00
　場所／諫早文化会館

◦ 西海学園インターアクトクラブの活動が今
年から再開され、現在10名で活動してい
ます。年次大会・指導者育成セミナーへ
参加しました。

◦ 歳末助け合い募金活動の実施。
◦ 月２回の例会において、活動の趣旨の理

解を図っています。

【下期事業計画】
◦ 月２回の例会において、メンバーに今後

の活動の詳細についての計画を立てさせ
活動の幅を広げていきたい。

◦ インターアクトのマニュアルの見直しの
検討を行う。

◦ その他、青少年に関する支援事業

例 会 記 録

会 長 報 告
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 幹事　納所　佳民
１．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　台南ロータリークラブ	社長	林振欽さん他
　年賀状が届いております。

２．佐賀大和ロータリークラブ
	 　会長　福島　隆暢さん
　事務所移転のお知らせ
　　移転日：2015年1月15日㈭
　　新住所： 〒840-0211 佐賀市大和町大字

東山田1857-13-105
　TEL/FAX：0952-37-9180
　メールアドレス：yrc2740@gmail.com

３．	国際ロータリー日本事務局
　　クラブ･地区支援室
　 入退会報告期限と2015年7月より特別月間

の変更について
　【入退会報告期限】
　　 これまで入退会日から起算して180日以

内に報告を
　　2015年1月以降は30日以内の報告が義務
　【特別月間】
　　 2015年7月以降の特別月間が重点分野を

強調するものに変更になります。
　　  9月：基本的教育と識字率向上月間
　　10月：経済と地域社会の発展月間
　　12月：疾病予防と治療月間
　　  1月：職業奉仕月間
　　  2月：平和と紛争予防/紛争解決月間
　　  3月：水と衛生月間
　　  4月：母子の健康月間
　　  5月：青少年奉仕月間

４．第2740地区ガバナー事務所
　 ホームページ更新のお知らせが届いてお

ります。

■ローターアクト委員会	 大神　吉史
1. 例会日記載変更のお知らせ
　 　前回、今回例会報のロータ

ーアクトクラブ例会日が1月
22日になっておりますが、
明日1月8日㈭に行います。
訂正のお詫びと参加のお願いを申しあげ
ます。

2. インターシティミーティングのお知らせ
　日時／1月18日㈰　広田地区公民館
　　　　10:00〜 受付
　　　　10:30〜 点鐘
　　　　11:00〜  講話「お客様とのつながり
                       を糧として」
　　　　　有限会社 北村製茶　北村　誠 様
　ホスト／長崎国際大学RAC
　　　　　佐世保東RAC

	 米山奨学生　ブイ	チ	ティ	ビックさん
　奨学生になって4月で1年と
なります。佐世保RCに出席し
始めた頃は厳しい所かと思っ
ていましたが、やさしい方ば
かりで安心しました。あと1年
よろしくお願い致します。

	 親睦活動委員会　委員長　長富　正博
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
　新年明けましておめでとうございます。
残り半年、会務執行がんばります。
　何卒宜しくお願い申しあげます。

長富　正博さん
　昨日、18時20分頃、長崎ローカルニュース
で、松本淳也さんがインタビューを受けて
おられました。「あばれん坊将軍」でのキレ

委員会報告

ニコニコボックス

新年のご挨拶

幹 事 報 告
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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
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（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　岡村　一郎）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

＊1〜2月  例会予定＊

 1 月21日 新会員　松本　淳也さん
　　　　　　　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　　　　　　　代表取締役社長

 1 月28日 新会員　田口　恵介さん
　　　　　　　㈱商工組合中央金庫
　　　　　　　佐世保支店　支店長

 2 月 4 日 新会員　古賀　久貴さん
　　　　　　　㈻古賀学園　大宮幼稚園　理事長

 2 月11日 祝日休会

 2 月18日 第64回創立記念日例会
 　大神　邦明パスト会長

 2 月25日 Ｒ奉仕プロジェクト委員会委員長
 　黒木　政純さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／1月21日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
第112回例会（役員交代式）
日時／2月21日㈯（時間は調整中）
会場／広田地区公民館（予定）

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

キレの演技とは打って変わって、しごくま
ともで、つまりませんでした。
  「円田丸」のモットーは「親睦」です。今年
もよろしくお願いします。

田口　恵介さん
　8年ぶりの日本の正月で、まだ習慣になれ
ておらず、年賀状の準備が出来ませんでし
た。いただいた皆様、お返事も出せず申し
訳ありませんでした。

ニコニコボックス 本日合計 　6,000 円

 累　　計 642,000 円
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