
間活動してまいりました。知り合いを広めるた
めの、いろんな親睦活動を通して、お互いを知
る機会が多く持てたのではないかと思います。
　理事の方、大･小委員長さん、又、各メンバー
のみなさまに支えられ一年間活動することがで
きました。大変感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　佐世保南RC	 山口　嘉浩さん
　ハウステンボス佐世保RC	 川㟢　伸一さん

	 会長　円田　　昭
　先週、今週と本年度の各委員会の活動を報告
しております。今日は３委員会と、会長として
の総括的な報告をさせて頂きますので宜しくお
願い致します。
　先週の例会後に、佐保	榮さんにロータリー
財団からの感謝状をお届けに行ってきました。
とてもお元気な様子でしばらくお話をさせてい
ただき、安心して帰って参りました。
　本年度最後の例会となります。最後まで宜し
くお願い申しあげます。

	 幹事　納所　佳民
１．2014-2015年度 第2740地区ガバナー
 宮㟢　清彰さん
　2015-16年度 地区運営について（お知らせ）

■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
◯�ロータリー情報・文献記録
　委員会

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

■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
◯雑誌委員会

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

■ロータリー財団委員会
　　委員長　円田　浩司

◯補助金委員会
◯�資金推進・財団・米山委員会

　詳細は、「クラブ現況、活動計画および報告
書」に掲載しますので、ご覧ください。

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

■総評
　2014-15年度会長　円田　　昭
　年当初、私はロータリーの目的
の第１項の「知り合いを広めるこ
とによって奉仕の機会とするこ
と」をスローガンにかかげて１年
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　①	ガバナーエレクト太田様体調不良の為、回復
まで、2015-16年度副ガバナーとして宮㟢
清彰が就任

　②	公式訪問は近隣のパストガバナーが代理、
公式訪問者は後日お知らせ

　③	その他の行事は、ガバナーエレクト事務所
よりお返事

２．ガバナーエレクト 太田　善久さん
　　地区クラブ奉仕統括委員長 髙木　義和さん
　　地区会員増強委員長 貞方　正一さん
　クラブ奉仕･会員増強セミナーのご案内
　日時／2015年7月19日(日)	
　　　　12:00	受付開始　12:30	開会･点鐘
　会場／	東彼杵町総合会館文化ホール
　　　　グリーンハートホール
　	ク	ラブ出席者／次年度ガバナー補佐、次年度
クラブ会長、次年度クラブ奉仕担当役員、
次年度クラブ会員増強委員長

　出席報告／	7月7日㈫迄

３．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
　ホームページアドレス	http://www.d2740.org/

４．陸上自衛隊相浦駐屯地
　機関紙「つくも」が届いております。

■安部　直樹パストガバナー
　6月18日、パストガバナー会議
をいたしまして、太田ガバナー
の体調が不良とのことですので、
5･6地区 11ロータリーを、4名の
パストガバナーで手分けして、
ガバナー公式訪問を行います。
　佐世保RCは、私がガバナー公式訪問を行いま
すので、7月22日㈬よろしくお願いします。

■2015-2016年度 クラブ奉仕･管理運営委員会
　委員長　黒木　政純
　6月27日㈯	2015年度役員交代式･
記念懇親会を開催します。
　交代式は18:30より、佐世保玉屋
8階。懇親会は19:00より7階文化
ホールでの予定となっています。

	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
　6月17日㈬、島地町のニンジン･
クラブにおきまして、2015-2016
年度役員交代式記念	囲碁･将棋大
会を行いました。囲碁を打った
方が6名、将棋を指した方が9名
で、囲碁も将棋もされた方が3名
おられました。三々五々に集合し、17時前から
22時近くまで、熱戦が繰り広げられました。
　初心者の方も数名おられましたが、指導碁、
指導将棋も行われ、上達されたことと思います。
　円田	昭会長、中島祥一パスト会長、大久保利
博新世代奉仕委員長には、応援と差し入れをい
ただき、ありがとうございました。

	 出席・例会委員会　岡村　一郎
◯ホームクラブ出席100％
　米倉洋一郎さん
　髙田　俊夫さん
　黒木　政純さん

 親睦活動委員会　田口　恵介
◯結婚記念月のお祝い
　森　　信正・佳崇子さん	ご夫妻（15日）
　富永　雅弘・美智子さん	ご夫妻（18日）
　小川信次郎・智恵子さん	ご夫妻（19日）
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囲碁・将棋同好会より

委員会報告

次年度報告

慶　　　祝



 親睦活動委員会　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
　一年間、大変お世話になりました。有り難う
ございました。

長島　　正さん、円田　三郎さん
福田　金治さん、池田　　豊さん
中島　祥一さん、石井　正剛さん
梅村　良輔さん、安部　直樹さん
遠田　公夫さん、吉澤　俊介さん
　いよいよ今日で最終例会となりました。嬉し
くもあり、淋しくもありでしょう。円田会長、
納所幹事、髙瀨副幹事様、一年間大変ご苦労様
でした。

ハウステンボス佐世保RC　川㟢　伸一さん
佐世保南RC　山口　嘉浩さん
　円田	昭会長、平尾副会長、納所幹事、一年間
おつかれ様でした。最後の例会に訪問させてい
ただきました。

円田　　昭さん
　ハウステンボスRC	川㟢伸一さん、佐世保南RC	
山口嘉浩さん、わざわざ最終例会にご来訪頂き
ありがとうございました。

大久保利博さん、古賀　　巖さん
　ハウステンボスRC川崎伸一さん、佐世保南RC
山口嘉浩さん、ようこそ佐世保クラブへ。どこ
で焼けたのか、まっ黒なお二人を歓迎してニコ
ニコします。

SAA 加納洋二郎さん
　一年間例会のスムーズな進行にご協力いただ
き、大変ありがとうございました。

出席･例会委員長　松尾　文隆さん
副委員長　岡村　一郎さん
　一年間例会の出席及び、運営にご協力をいた
だきまして、有り難うございました。

小川信次郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

親睦活動委員会 委員長　長富　正博さん
副委員長　古賀　　巖さん
　一年間ニコニコにご協力頂き心よりお礼申し
あげます。終わりよければ全て良し。
　本日のニコニコも宜しくお願い申しあげます。

石田　謙二さん
　円田　昭会長をはじめ、2014-2015年度の役員
の労に対し。お疲れさまでした。
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ニコニコボックス

＊7月  例会予定＊

	7	月 8日	 2015-2016年度佐世保ロータリークラブ
	 クラブ協議会

	7	月15日	 第５グループ大神邦明ガバナー補佐訪問
	 クラブ協議会

	7	月22日	 第2740地区	太田善久ガバナー	公式訪問
	 （代理　安部直樹パストガバナー	訪問）
	 佐世保市福祉活動プラザ　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月1日㈬　17:15〜　予定
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＊

日時／7月9日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	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。

◇

ニコニコボックス	 合　　計	 25,000円
テーブルBOX	 合　　計	 24,000円
	 本日合計	 49,000円

	 累　　計	 1,103,000円

一年間ご協力ありがとうございました。
平尾幸一副会長、納所佳民幹事、髙瀨宏滋副幹事



2015〜2016年度　役員交代式 とき／平成27年6月27日㈯　ところ／佐世保玉屋8階文化ホール

2015〜2016年度　記念懇親会 とき／平成27年6月27日㈯　ところ／佐世保玉屋7階文化ホール

2014〜2015年度
会長挨拶

円田　昭さん

ご挨拶
名誉会員

海上自衛隊佐世保地方総監
池田 徳宏 様

2015〜2016年度
新会長挨拶

田中丸善弥さん
前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈 「お疲れ様でした」

新
役
員
、
理
事

並
び
に
監
事
紹
介

司 会
大久保利博さん

新会長挨拶　田中丸善弥さん

乾杯
名誉会員

米海軍佐世保基地司令官
マシューD.オヴィアス様

余興

会長バッヂ及び鐘の伝達

役員交代式記念ゴルフ大会表彰

万歳三唱
次年度会長 増本 一也さん「手に手つないで」
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副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

（今週の担当　山口　剛史）
（カメラ担当　川口　博樹）


