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されております。7月はロータリー新役員就
任の月になります。各月で指定がありますか
らどうぞ、重要イベントにつきましては手帳
の方にご記入下さい。
（余談になりますが、2016年世界大会は韓
国、2017年は米国アトランタ、2018年はカナ
ダのトロントだそうです。）こちらも、よろ
しくご確認いただければ幸いです。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　大村RC 会長　渡

と

海
かい

　　昇さん
 幹事　井手　誠一さん 
　佐世保南RC 太田　博道さん
　佐世保中央RC 会長　溝上純一郎さん
 幹事　馬場　貴博さん

大村ロータリークラブ	会長　渡海　　昇さん
	 幹事　井手　誠一さん
　新年度のごあいさつにうかがいました。
昨年度55周年を迎えた当クラブはここ数年、
多くの方が入会
されています。
今後共よろしく
お願いします。

	 会長　田中丸善弥
　本日は、前週に引き続きク
ラ ブ 協 議 会 と な っ て お り ま
す。皆様ご周知の通り本来佐
世保ロータリークラブより輩出
いたしております大神邦明　
第5グループガバナー補佐の訪問例会なので
すが、ご体調不良ということです。私が先
週・今週のクラブの報告は、資料持参の上直
接お訪ねして報告させていただき、それを持
ちましてクラブ概況報告とさせていただきた
いと思います。皆様のご理解ご協力をお願い
いたします。
　7月は「社会を明るくする日全国強調月間」
です。来る7月10日㈮には、毎年恒例の

「佐世保学園社明意見発表会」にて表彰式、
激励に担当委員長の坂本 敏大委員長及び担
当委員会関係者と訪問いたす予定です。内容
はまた委員会の方からも報告があることと思
います。
　さて、皆様のお手元の緑の表紙の冊子、ク
ラブ概況の表紙の裏には「ロータリーの目
的」が記載されております。（今日お持ちでは
無い方も、来るガバナー公式訪問までに熟読
いただき其々確認しておいて下さい。また、
昨年から「綱領」から「目的」に中身もより
分かり易く、現代に即しての変更だと思いま
す。）それから、P14-15のクラブ活動計画表
には佐世保ロータリークラブの年間予定が記
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会 長 挨 拶

例 会 記 録

ごあいさつ



５．一般財団法人	比国育英会バギオ基金
	 会長　坂本　俊雄さん（2750地区）
	 幹事　羽鳥　貞雄さん（2580地区）
　バギオだより第49号の送付

■前年度幹事	 納所　佳民
2014-15年度 最終理事・監事会
のご案内
　日時／7月8日(本日) 18:30〜
　会場／富士国際ホテルにて
　ご出席の程、宜しくお願い致
します。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　前田　文智
　田中丸善弥会長より、年次プロ
グラム基金へご寄付頂きました。

■ローターアクト委員会	 髙瀨　宏滋
　7月9日㈭に行われます長崎国
際大学RAC第120回例会のご案
内と、7月1日㈬に行われました
青少年奉仕委員長とローターア
クト委員長（正･副）の交代につ
いてご報告。
　ローターアクトの例会は、
　　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
　メークアップにもなりますので、お時間の
あられる方はご出席をお願い致します。
　7月1日㈬、新青少年奉仕委員長、ローター
アクト正･副委員長とRACメンバーとの顔合
わせを行いました。坂本 敏委員長の強い意思
で今期はインターアクト、ローターアクトと
の交流を行いたいと言われました。山口委員
長と一緒に頑張りますので、よろしくお願い
します。

■ガバナー補佐	 大神　邦明
 6月20日（宮﨑ガバナーから）
現在での地区体制の確認事項
　① 太田善久ガバナーの病気で

の地域体制の決定（6月18日
パストガバナー諮問委員会）

　　⑴ 「ガバナー公式訪問」の
形、表示も同じ。
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■上野　好章
　損害保険ジャパン日本興亜㈱
　佐世保支店長
推薦者：田中丸善保会員
　　　　円田　浩司会員
カウンセラー：円田　浩司会員
委員会配属：出席・例会委員会
　　　　　　クラブ会報・広報委員会
　昨年4月に着任し、佐世保市民となりまし
た。若輩者ですが、皆様と楽しく過ごし、役
割もしっかり果たしていきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

 幹事　芹野　隆英
１．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
　 2015年度上期普通寄付金のお願いが届いて

おります。

２．国際ロータリー第2740地区
	 ガバナー　太田　善久さん
	 ガバナー　宮㟢　清彰さん
	 会計長　　小島　浩彦さん
　2015-16年度地区資金（前期分）送金のお願い
　送金金額：7月1日現在会員数

３．2015-16年度	 ガバナー　太田　善久さん
	 副ガバナー　宮㟢　清彰さん
	 地区幹事　佐伯　岳歩さん
　公式訪問時のタイムスケジュールについて
  （お知らせとご協力のお願い）
　公式訪問日程／佐世保RC　7月22日㈬
　◦訪問者
　　①パストガバナー 安部　直樹さん
　　②担当ガバナー補佐 大神　邦明さん
　　③地区幹事 佐伯　岳歩さん
　◦タイムスケジュール
　　 会長･幹事･会長エレクトとの懇談会
　　　　　　　11:30〜12:15
　　例会出席　12:30〜13:30
　◦服装： クラブ判断、なお訪問者はネクタイ着用

４．北松浦ロータリークラブ
	 幹事　岩屋　聡介さん
　7月1日より電話の連絡先が変更のお知らせ
　Tel 66-2122　Fax 66-2122　岩屋商店

幹 事 報 告

委員会報告

入　会　式
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　　⑵  副ガバナー制度に依り、7〜8月をパス
トガバナーが行う。指名（呼び名）は
「パストガバナー」です。7/22 佐世保
RC安部直樹パストガバナー、7/30 平戸
RC塩澤パストガバナーで行う。8月以後
は未決定。

　　⑶ 地域の方針は太田ガバナー方針通り。
　　⑷  6月19日、太田ガバナーは意識が戻

り、一般病棟に移られました。復帰可
能とのことです。

　②地区幹事　佐伯　岳歩氏
　　 　2017-18ガバナーノミニー、佐賀南RC

駒井氏（歯科医師）に決定。

	 親睦活動委員会　長浜　陽介
○今月の誕生祝い
　松本　英介さん（1日）
　田中丸善弥さん（4日）
　松本　由昭さん（6日）
　中村　徳裕さん（6日）
　松本　淳也さん（10日）
　上野　好章さん（26日）
　木村　公康さん（27日）
　池田　真秀さん（28日）

	 親睦活動委員会　小川信次郎
大村RC
会長		渡海　　昇さん、幹事		井手　誠一さん
　今年度、会長を務めます渡海と幹事の井手
です。昨年度大村ロータリー55周年では大変
お世話になりました。今年度もご指導よろし
くお願いします。

佐世保中央RC
会長		溝上純一郎さん、幹事		馬場　貴博さん
　田中丸会長、芹野幹事様のご活躍をご祈念
申しあげます。

佐世保南RC　太田　博道さん
　今年度も第2週で早速お邪魔します。今年度
もよろしくお願いします。

円田　浩司さん、吉田　英樹さん
納所　佳民さん、円田　　昭さん
　本日、入会の損保ジャパン上野好章さんを
歓迎いたします。

大神　吉史さん
　先月6月20日に、小学校ソフトバレーの5試
合目に肉離れという失態をしてしまいまし
た。2週間強、毎日松葉杖を突いていますと、
佐世保市民の皆様が助けてくれました。感謝
します。ありがとうございました。

小川信次郎さん
　西部ガス硬式野球部が、創部4年目で都市対
抗野球全国大会へ出場することになりました
ので、ニコニコします。

田中丸善弥さん、松本　英介さん
松本　由昭さん、木村　公康さん
中村　徳裕さん、池田　真秀さん
松本　淳也さん、上野　好章さん
　誕生日のお祝いありがとうございました。

大神　邦明さん
　まずは長期お休みを致し、皆様にはご心配を
おかけ致しまして申し訳ございませんでした。
　状況を申しあげますと、6月24日、自宅にて
多分寝ボケていたのか？酔っていたのか覚えて
いませんが、2階の階段から1階までダイブし
てしまいまして、ろっ骨を損傷いたしました。
当日に入院致しまして、先週末退院致しまし
た。まだ痛むところでの出席です。決して笑わ
せないように注意願います。

松本　英介さん
　大村ロータリークラブの渡海会長、井手幹
事のご来訪に感謝いたします。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 27,000円
 累　　計 67,000円

◇



◎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。

■会員増強委員会
　　委員長　円田　浩司

◯会員増強・職業分類委員会
　（長）加納洋二郎　（副）西村　一芳

◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）橘髙　克和　（副）井手　孝邦

　　以下 P29をご参照ください。

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

■クラブ広報委員会
　　委員長　中川　知之

◯クラブ会報・広報委員会
　（長）岡村　一郎　（副）圡井　弘志

◯雑誌委員会
　（長）川口　博樹　（副）有薗　良太

　　以下 P30をご参照ください。

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

■青少年奉仕委員会
　　委員長　坂本　　敏

◯ローターアクト委員会
　（長）山口　剛史　（副）髙瀨　宏滋

◯インターアクト・青少年活動委員会
　（長）田中　信孝　（副）松尾　文隆

　　以下 P27をご参照ください。

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

■2015-16年度収支予算
　　会計　富永　雅弘

　　以下 P33をご参照ください。
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（今週の担当　田口　恵介）
（カメラ担当　岡村　一郎）

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

＊7〜8月  例会卓話者予定＊

 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23日㈭　18:30〜　予定
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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。

クラブ協議会クラブ協議会

長崎国際大学RAC新年度例会報告
例会日／平成27年7月9日㈭　18:30～　
例会場／ホテルオークラ JRハウステンボス

会員の話：瀧浪孝憲 専門知識開発委員長より「医療安全について」 
長崎国際大学RAC出席者： 田本新一郎 会長、堤　龍平 幹事
 藤井　香那 副幹事、他９名
佐世保RC出席者： 田中丸善弥 会長、芹野　隆英 幹事
 坂本　　敏 大委員長、山口　剛史 会員
 髙瀨　宏滋 会員、松本　淳也 会員


