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（Things present are judged by the things 
past）と言う言葉の通り、今一度ロータリー
の歴史を振り返る１年となることと思います
が、よろしくお願いします。

　では、報告事項です。
① 例会次第の最終確認
② クラブ現況、活動計画および報告書
③ 理事会決議事項
④ クラブ協議会について
⑤ ガバナー補佐訪問クラブ協議会について
　 最終確認
⑥ ガバナー公式訪問について最終確認
⑦ 創立65周年記念式典について
⑧ 初盆を迎えられる会員について
⑨ 事務局盆休みについて
⑩ 第2回理事会等の日程について
⑪ 8月例会プログラムについて
⑫ その他

　本日（並びに次週）は、この後「クラブ協議
会」を予定しております。各担当の皆様方は
よろしくお願いします。本日ご出席頂いた皆
様には心より感謝御礼申しあげます。

	 会長　田中丸善弥
　皆さんこんにちは。いよいよ
本日から佐世保RC2015〜2016
新年度のスタートです。（田中
丸 丸ではなく、田中丸号の出
航です。）これから一年間、ど
うぞよろしくお願いします。
　先日6月27日㈯ 役員交代式並びに懇親会で
は、名誉会員、会員、そして奥様方、ご臨席
皆様のご支援の中、滞りなく盛会に終了する
ことが出来ました。担当の親睦活動委員会の
大久保委員長はじめ、会員の皆様には改めて
厚く御礼申しあげます。ありがとうございま
した。
　また、本年度は65周年記念の年にあたりま
す。来年の2月21日㈯になり、まだまだ先と
もいえますが、皆さんと共に準備怠りなく進
めてまいりたいと思います。
　さて、数日後になりますが7月4日は米国の
独立記念日になります。Inde-pendence Day 
と言われますが、1776年に独立宣言が採択さ
れた日になります。（単に Fourth of July と
も言われ、盛大にバンド演奏や花火が打ち上
げられます）。我々ロータリークラブはやは
り米国のシカゴで1905年に誕生、わずか129
年後のことでした。また、本年度は112年目
に当たります。孔子の言葉に“温故知新”
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田中丸新体制スタート!!田中丸新体制スタート!!
「65年の節目、ロータリアンとしての喜びを向上させよう」「65年の節目、ロータリアンとしての喜びを向上させよう」

会 長 挨 拶

芹野隆英 幹事　　田中丸善弥 会長　　坂元　崇 副幹事



■親睦活動委員会	 委員長　大久保利博
　6月27日㈯役員交代式・記念
懇親会に76名の多数のご出席を
頂きまして、大変ありがとうご
ざいました。おかげ様をもちま
して、事故もなく無事終わる事
が出来ました。また、ボリューム・誘導・進行
等、いたらぬ個所も多々あったと思いますが、
次回は更に力を入れて行動する所存でございま
す。今後とも宜しくお願い致します。
　本日、田中丸号の出航に際しまして、激励
ニコニコBOXをテーブルに設置致しておりま
す。お忘れの方は、こちらも宜しくお願い致
します。

■ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　橘髙　克和
佐世保RCの国内での認証順位の
変更について
　当クラブの国内での認証順位
は、国際ロータリー日本事務局
作成の資料に基づき、第2740地
区2番目、九州6番目、日本国内54番目で活動
報告書に記載しておりました。
　しかし、RI第2720地区 前岡パストガバナー
が作成された「認証状から見た日本戦前史」で
は、当クラブは日本国内53番目で記載されて
おります。
　日本国内のクラブで戦前に加盟認証を受けた
クラブは、全て戦前に国際ロータリーを脱会し
て、戦後新たに認証を受けています。
　両資料の食い違いの原因は、国際ロータリー
日本事務局の資料では、戦前の認証順位も有効
という事で、日本国内クラブの認証順位を決め
られており、前岡パストガバナーの資料では、
戦後新たに認証された順で認証順位を決められ
ているからです。
　佐世保RCの認証順位が前岡パストガバナーの
資料で53番目になっている理由は、戦前に認証
を受けていた北見RC（旧名 野付牛RC）が戦後
再認証を受けた年月日が、1952年9月16日で、
佐世保RCの認証年月日より遅い為です。国際ロ
ータリー日本事務局へ尋ねたところ、国際ロー
タリーの本部の公式資料には、戦前の認証年月
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◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ビジター
　佐世保南RC 会長　峯　　順通さん
 幹事　直江　弘明さん
◯ゲスト
　米山奨学生 B
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 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局　財団室
　「�寄付・認証　ロータリークラブの手引き
����2015-16年度版」データ発信送付について
　 ご入用の方は、クラブ地区ホームページ又は

クラブ事務局までお尋ねください。

２．2014-15年度	ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　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
　7月1日より8月中旬まで直前ガバナー事務所

３．佐世保北ロータリークラブ
　 インターシティミーティングの報告書が届いて

おります。

４．佐世保東南ロータリークラブ
	 実行委員長　田中　國博さん
　 市内8RC親睦ゴルフ大会終了のお礼状及び

決算書が届いております。

５．西海学園高等学校	 校長　森　　由刈	様
　 創立90周年記念第53回西海珠算選手権大会

終了について（お礼）

６	．セルフBOXに本年度の「クラブ現況、活動
計画および報告書」と「会員名簿」をお入れ
しておりますので、収受をよろしくお願いし
ます。

幹 事 報 告

委員会報告例 会 記 録
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日は記載されておらず、戦後改めて認証を受け
た年月日しか記載されていないそうです。
　戦前の認証年月日の記録が公式資料に無い訳
ですが、公式資料である戦後の認証順位を採用
して、当クラブの認証順位を53番目に変更し
ました。

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
「ビーチクリーンアップ」実施の
お知らせ
　日時／2015年7月20日（月・祝）
　　　　8:30集合
　集合場所／九十九島ベイサイド
　　　　　　ホテル＆リゾート
　　　　　　フラッグス 入口駐車場前（鹿子前町）
　実施場所／九十九島パールシーリゾート、
　　　　　　鹿子前海水浴場
　多数のご参加お待ちしております。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　田中　信孝
　西海学園インターアクトクラブ
例会を、7 月 1 日㈬から15日㈬
に変更します。時間、場所は変
更ありません。（4頁に記載）

	 親睦活動委員会　大神　吉史
田中丸善弥会長、木村　公康副会長
芹野　隆英幹事、坂元　　崇副幹事
　いよいよ新年度です。１年間、よろしくお
願いいたします。

2014-15年度
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
　2015-16年度 田中丸会長の門出を記念しま
してニコニコします。

円田　三郎さん、佐々木秀也さん
福田　金治さん、池田　　豊さん
山縣　義道さん、遠田　公夫さん
中島　祥一さん、橘髙　克和さん
長島　　正さん、石井　正剛さん
梅村　良輔さん   以上パスト会長よりいただきました

　田中丸会長の１年間の活躍を祈念して、ニ
コニコします。

石田　謙二さん
　田中丸船長の出航と、クルーの１年間の無
事を祈って。

佐世保南RC　会長　峯　　順通さん
																			幹事　直江　弘明さん
　円田直前会長、納所直前幹事、１年間お疲
れ様でした。田中丸会長、芹野幹事、健康に
留意され、１年間頑張ってください。

増本　一也さん
　佐世保南RC 峯会長、ご来訪ありがとうござ
います。そして、前年度は大変お世話になりま
した。今年度もよろしくお願い申しあげます。

黒木　政純	大委員長、大久保利博	委員長
大神　吉史さん
　本年度１年間、親睦活動委員会として宜し
くお願いします。

松本　英介さん
確率について思う
①私が7月1日に生まれた確率
② 私が佐世保ロータリークラブのメンバーにな

れた確率
③ ロータリーの年度が7月1日に定められた確率
④ 田中丸年度の初例会が7月1日になった確率
⑤ その初例会が私の誕生日と同じ日になった

確率
⑥ このようなとき、特別に気の利いた記念品

を差あげる、気の利いたクラブがある確率

円田　浩司さん（1位）
安部　直樹さん（2位）
坂本　　敏さん（3位）
松原　　健さん（田中丸会長賞）
長島　　正さん（直前会長賞）
　朗遊会にて入賞しましたのでニコニコします。

井上　斉爾さん
　囲碁･将棋大会を開催していただき、有り難
うございました。

SAA	米倉洋一郎さん
　１年間例会がスムーズに行われるように努力
しますので、ご協力よろしくお願いします。

ニコニコボックス



平尾　幸一さん
　職業奉仕委員会を担当させていただきま
す。１年間宜しくお願いします。

クラブ会報･広報委員会　
委員長　岡村　一郎さん
　これから１年間、どうぞよろしくお願いい
たします。

古賀　　巖さん、吉田　英樹さん
　今年一年を通して、皆様のたくさんの出席
をお願いします。出席･例会委員会を代表して
ニコニコします。

◎委員会活動計画
　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。

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　黒木　政純

◯親睦活動委員会
　（長）大久保利博　（副）大神　吉史

◯出席･例会委員会
　（長）古賀　　巖　（副）吉田　英樹

◯プログラム委員会
　（長）中村　徳裕　（副）松原　　健

　　以下 P24をご参照ください。

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

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　遠田　公夫

◯職業奉仕委員会
　（長）平尾　幸一　（副）長島　　正

◯社会奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）小川信次郎

◯国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　（長）松尾　　貴　（副）池田　真秀

　　以下 P26をご参照ください。
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（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　田口　恵介）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 　委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　　大神　吉史 ・ 田口　恵介

■ロータリー財団委員会
　　委員長　松尾　慶一

◯補助金委員会
　（長）山下　尚登　（副）井上　斉爾

◯資金推進・財団・米山委員会
　（長）前田　文智　（副）納所　佳民

　　以下 P31をご参照ください。

＊7〜8月  例会卓話者予定＊

 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）
 
 7 月29日 新会員　長浜　陽介さん
 　東京海上日動火災保険㈱
 　長崎支店佐世保支社長
 
 8 月 5 日 県北振興局
 　次長　嶋田　孝弘 様
 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15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 本日合計 40,000 円
 累　　計 40,000 円

◇

クラブ協議会クラブ協議会


