
【上期事業報告】
① 平成26年7月9日
　　 古賀久貴さんに対して、新会員候補者オリ

エンテーションを行う。
② 平成26年8月20日
　　  田口恵介さんに対して、新会員候補者オリ

エンテーションを行う。
　平成26年7月23日、9月17日、11月23日
　　ロータリー3分間情報の実施
③ 平成26年11月12日　新会員研修会の実施

【下期事業計画】
① 平成27年1月、3月、5月にロータリー3分間情

報を行う予定。
② 新会員候補者が出た場合は、新会員候補者オ

リエンテーションを行う予定。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■クラブ広報委員会
　　委員長　有薗　良太

□クラブ会報･広報委員会
　委員長　：坂元　　崇
　副委員長：中川　知之
　委員：川口　博樹、岡村　一郎、山口　剛史

【上期事業報告】
　全般的に、例会への委員の皆様の出席も良
く、毎週作成するクラブ会報も滞りなく、進め
て行けています。
　名誉会員 マシュー･D･オヴィアス司令官の卓
話の際、英文･翻訳文と両方載せるか、翻訳文だ
けにするか、迷った所はありましたが（予算の関
係もあり）、米海軍佐世保基地司令官の卓話とい

■会員増強委員会
　　委員長　芹野　隆英

□会員増強･職業分類委員会
　委員長　：坂本　　敏
　副委員長：圡井　弘志
　委員：山縣　義道、佐々木秀也

【上期事業報告】
① 充填及び未充填職業分類表を精査する予定で

すが、まだ行っておらず、反省しております。
② 会員増強につきましては、目標の2名をクリア

しておりますが、さらに会員増強に力を入れ
たいと思います。

③ 今のところ、会員ならびに候補者の職業分類
を、新しく分類を作成する必要もなく、今後
は対応していきたいと考えております。

【下期事業計画】
① 地域内の職業分類を調査し、充填･未充填職業

分類表を作成する。
② 組織活性の為には、会員数の確保が不可欠。

純増2名を目標に努力します。
③ 会員ならびに候補者の職業分類がない場合、

新しい職業分類を作成することも検討する。

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

□ロータリー情報･文献記録委員会
　委員長　：福田　金治
　副委員長：髙田　俊夫
　委員：井手　常博
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う事もあり、正確な言葉を伝えるべく、両方載
せる決断をいたしました。
　又、ローターアクトクラブだけでなく、インタ
ーアクトクラブ活動予定、報告も発信する事がで
きました。

【下期事業計画】
方針： 上期と同様、正確な佐世保ロータリーク

ラブ例会の情報の発信と報告書としての
会報を発行し、配布する。広報も引続
き、地域社会へクラブ奉仕プロジェクト
や活動に対する認識を高め、ロータリー
の価値観を伝えていく。

目的： 理事会、各委員会活動の報告、ニコニコ
ボックス、卓話、催事スケジュール等を
正しくクラブのメンバーに伝える事と、
地域社会へのクラブの活動や貢献に対す
る支持、理解を得る事を目的とする。

内容： 理事会、各委員会の活動報告、又、卓
話、佐世保ロータリークラブ催事報告と
ニコニコボックス、連絡事項記載、さら
にローターアクトクラブ、インターアクト
クラブ情報、報告の記載を行います。ロ
ータリーに関する事柄、クラブ行事情報
を報道機関へ連絡し、広報活動及びクラ
ブ公式ホームページの更新と活用を行い
ます。

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

□雑誌委員会
　委員長：松尾　慶一
　委員：田中丸善保、井手　孝邦

【上期事業報告】
　ロータリーの友を読み、隔月にピックアップし
た内容を会員の皆様にお知らせする委員会です
が、副委員長の佐藤 淳さんに全てをお願いして
いたら、さっさと転勤されてしまい、8月のトッ
プバッターを私が担当しました。10月は小川信次
郎さんに担当していただき、12月は松原 健さん
の予定です。何とか、上期を終えられそうです。

【下期事業計画】
　下期も偶数月にロータリーの友より興味深い
記事をピックアップして報告して頂きます。2月
は11日が休会なので、25日に山口剛史さん、4月
の8日に田頭愼一さん、6月の10日に松尾 貴さん
にお願いします。

〈方針･目的･内容について〉
① 月1回配信されるロータリーの友より、隔月1

回第2例会日に良い情報を提供する。
② その報告担当者を入会歴3年未満の方にお願い

する。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■ロータリー財団委員会
　　委員長　円田　浩司

□補助金委員会
　委員長　：中村　徳裕
　副委員長：玉野　哲雄
　委員：吉澤　俊介

【上期事業報告】
　新しい補助金制度について、適用の可能性の
ある相応しい事業を候補として選定し、研究を
進めることとしました。その候補としては、元
佐世保ロータリークラブ国際奨学生兼ねて米山
奨学生として長崎県立国際経済大学（現長崎県立
大学）を卒業された官家興（グゥアンジャシン）氏
の「恩返し事業」を候補に研究を進めたいと考
えます。
　この事業は長崎県内で農業を営む官家興氏
が、留学生や日本人の苦学生に、自分で栽培し
たお米500㎏を贈る事業で、当クラブで選考した
地元大学など4校から75名を選び贈呈式を行っ
たものです。贈呈式当日は長崎国際大学ロータ
ーアクトクラブの会員や、当クラブの会員も参加
し、田んぼでの田植え体験など交流事業も実施
したものです。

【下期事業計画】
① 上記事業を補助金対象の候補として調査、研

究を進めます。
②地区ロータリー財団補助金セミナーへの出席
　日時／2015年1月25日㈰　10:30〜
　会場／諫早文化会館

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

□資金推進・財団・米山委員会
　委員長　：幸良　秋夫
　副委員長：溝口　尚則
　委員：武井　洋一、池田　　豊
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【上期事業報告】
① 本年度の活動目標である「財団・ポリオ撲

滅・米山記念奨学会の活動内容等を会員に啓
発活動を行う。」の達成を目指して、以下のよ
うな活動を行った。

　 　例会において、機会あるたびに、財団・米
山奨学会への寄付を呼びかけるとともに、地
区財団セミナーを受けて、補助金の活用など
財団の活動を紹介した。また、財団月間の11
月には、地区ポリオ・プラス委員長でもある
溝口副委員長が「財団活動とポリオ撲滅」と
題して卓話を行い、その席上、ポリオ撲滅へ
の寄付を募り、会員多数の協力を得ることが
できた。

② 米山奨学生ブイ チ ティビックさんの世話クラ
ブとして、カウンセラーを中心にそのサポー
トをするとともに、ティさんには、例会や地
区行事への出席、他クラブへの出前卓話な
ど、積極的な活動を行ってもらっており、米
山奨学生への理解が一層深まったものと思わ
れる。

③ 財団・ポリオ撲滅・米山奨学生への寄付を広
く呼びかけた結果、会員の積極的な協力を得
ることができた。上期（平成26年11月28日現
在）の寄付実績は、財団・ポリオ撲滅に対して
2,182ドル、米山奨学会に対して410,000円で
ある。改めて感謝申しあげます。

【下期事業計画】
　引き続き、ロータリー財団、ポリオ撲滅、米
山奨学会の活動について理解が深まるよう、会
員に対して啓発活動を行う。特に、寄付に対し
ての理解を深め、財団への寄付は100ドルからで
きることを強調して、「広く浅く募る」をモッ
トーに、地区目標「財団一人平均150ドル、米山
一人平均16,000円」を達成すべく会員に啓発活
動を行う。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■会計　　富永　雅弘

　配布資料をご参照ください。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん
　　　　　　　 石塚伊知郎さん

 会長　円田　　昭
　年が明けていろんな新年の行事
が行われております。門松やしめ
縄を燃やして火に当たり無病息災
を願うどんど焼き、出初式や10日
には商売繁盛を願う十日恵比寿が
八幡神社で行われ、他にも新年会
など忙しい新年の日々をお過ごしのことと思い
ます。
　本日の例会は先週に引き続きクラブ協議会と
なっております。
　会員増強委員会、クラブ広報委員会、ロータ
リー財団委員会、会計報告となっておりますの
で各委員長の皆様、宜しくお願い申しあげます。

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー　ロータリー財団
　 大神邦明さんへ

ポール･ハリス･
フェローピンの
贈呈

２．公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　小沢　一彦さん
　◦2014年度下期普通寄付金のお願い
　◦「 ハイライトよねやま178号（2015年1月13日

発行）」が届いております。

３．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（後期分）送金のお願い
　送金期限：2015年1月30日㈮

４．地区青少年奉仕統括委員会
	 委員長　中島　洋三さん
　　地区インターアクト委員会
	 	委員長　若杉　能將さん

例 会 記 録

会 長 報 告

幹 事 報 告
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（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　中川　知之）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

＊1〜2月  例会予定＊

 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 米山記念奨学生
 　ブイ チ ティ ビック さん

 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。

　 2014-2015年度インターアクト後期指導者研修
会のご案内

　　日時／2015年2月21日㈯　12:00〜16:30
　　　　　※昼食を準備しております。
　　会場／諫早商工会議所　3F大ホール
　　 出席対象者／提唱RC青少年IA委員長及び委

員、高校IAC顧問教諭、インターアクター

５．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

	 親睦活動委員会　古賀　　巖
○今月の誕生祝い
　大神　邦明さん（1日）
　下田　弥吉さん（3日）
　古賀　　巖さん（3日）
　城島　一彦さん（6日）
　坂元　　崇さん（7日）
　石井　正剛さん（11日）
　円田　浩司さん（12日）
　芹野　隆英さん（13日）
　長富　正博さん（18日）
　山下　尚登さん（24日）
　黒木　政純さん（27日）
　佐々木秀也さん（29日）

	 親睦活動委員会　松原　　健
佐世保南RC　太田　博道さん
　皆様、新年あけましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。

佐世保南RC　石塚伊知郎さん
　先日、あるパーティーのシメで、新しい形を
教えていただきました。それは一本〆めや三本

慶　　　祝

ニコニコボックス

〆めではなく『佐世保100本〆め』というもので
した。発案したのは、このロータリー会員 森白
汀さんでしたので、思い出してニコニコします。

佐々木秀也さん、古賀　　巖さん
長富　正博さん、大神　邦明さん
芹野　隆英さん、石井　正剛さん
円田　浩司さん、坂元　　崇さん
黒木　政純さん、城島　一彦さん
　誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス 本日合計 　12,000 円

 累　　計 654,000 円

◇


