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　以下の通り、昨年末の諮問委員会に於い
て、太田善久ガバナー長期入院中により退
会との由、現副ガバナーがガバナーに就任
の事の承認がされましたとの案内が参りま
した。

　現 ガ バ ナ ー  太田  善久ガバナー退任
（2015年12月31日）

　現副ガバナー  宮㟢  清彰ガバナー就任
（2016年1月1日〜6月30日）

	 会長　田中丸善弥
　皆さん、新年明けましてお
めでとうございます。会員・
ご家族の皆様におかれまして
は、すがすがしい新年をお迎
えのことと存じます。本年も
皆様にとりまして、輝かしい
年でありますよう祈念申しあげます。
　今年、平成28年は「申

サル

」年と申しますが、
古代中国から1年ごとに方角を決め、それ
を12作り、北から時計回りに順番に動物の
名を当てはめたそうです。それで「申年」＝

「さるどし」と言うようになったのです。
　因みに卯＝東、酉＝西、午＝南、子＝北
で、「申」の方角は大体、西南西〜南西の間
位だそうです。ですから昔の時刻でも干支
十二支でしたね。申の刻は15〜17時です。
昔は大らかで「大体、この方角・この位」で

よかったのでしょう。新たな年の初めに、
皆様それぞれ気持ち新たに臨まれることと
思います。
　さて、いよいよロータリーの下半期がス
タートします。三役も気を引き締めて臨み
ます。間近に迫りました、創立65周年記念
式、そして祝賀会（2月21日）も視野に入り、
本日は皆さんの役割分担や当日に向けての
準備方の具体的な話し合いをしていただき
ます。どうぞ宜しくお願いいたします。

　本日は炉辺会合例会に先立ち行いまし
た、第7回理事会の報告をいたします。
　1.　創立65周年記念炉辺会合例会について
　2.　忘年家族会の決算について
　3.　 長寿祈願祭及び祝賀会について（1月

27日）の確認
　4.　上期決算承認について
　5.　 クラブ協議会について（上期事業報

告、下期事業計画の発表）
　6.　 2月例会プログラムについて（後日週

報に掲載します）
　7.　第8回理事会の日程について

以上

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　ハウステンボス歌劇団　平田まり子様
　米山奨学生　B
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会 長 挨 拶

ガバナー交代のお知らせ

例 会 記 録



■式典委員会	 委員長　古賀　　巖
　式典の司会進行は円田浩司
さんが行います。会場設営等
は委員全員で実施。物故者他
退会された方のご紹介につい
ては引き続き検討します。

■懇親委員会	 委員長　有薗　良太
　食事メニューは長寿祈願祭の
食事を参考にふさわしいものを
用意します。
　余興はハウステンボス歌劇
団をメインに準備します。
　懇親会の司会進行は、木村
公康さんにお願いします。
　二次会はWesternerで行います。

■接待委員会	 副委員長　福田　金治
　台南RC（23名）ご一行は、
2月22日の朝、平戸にお迎えに
あがります。ホテルオークラJR
ハウステンボスにて昼食会。午
後４時に玉屋の式典会場にご
案内します。翌日の朝、お見
送りの予定です。
　ラホヤRCからは吉田ご夫妻がご出席の予
定です。

■総務委員会	 委員長　坂本　　敏
　出席者の確認は各委員会と
連携して実施します。
　記念式典プログラムはあい
さつ文の依頼と必要項目の整
理をし、作成します。
　記念品は電子体温計を準備
します。
　報告書は式典関係資料を集めて作成する予
定です。

■ハウステンボス歌劇団	 平田まり子	様
　宝塚、OSKと共に日本の３
大歌劇団となることを目指し
立ち上げました。
　創設３年目という若い歌劇
団ですが、懇親会当日は海外
のお客さまにもお楽しみいた
だけるものをご用意いたしますのでよろしく
お願いいたします。

 幹事　芹野　隆英

１．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　米山奨学委員長	 本多　善彦さん
 　 奨学生世話クラブ・カウンセラーの要請が

届いております。
　　お申し出日：1月29日㈮までに

２．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/

３．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん他
　年賀状が届いております。

■廣
ひろせ

瀬　章
あきひろ

博
　㈲佐世保不動産
　　取締役専務

　推薦者：円田　  昭 会員
　カウンセラー：円田　  昭 会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　伝統と歴史ある佐世保RCに入会させてい
ただきありがとうございます。
　昭和50年生まれの若輩ものですが、よろ
しくお願いいたします。

■65周年記念式典実行委員会
	 副委員長　中村　徳裕
　式典開催の2月21日㈰が迫っ
てまいりました。このあと委
員会毎に役割とその進捗状況
をご議論いただき、委員長か
ら発表をお願いします。発表
内容については次回の例会で紙面にてご報
告ください。
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委 員 会 報 告

入　会　式

ご あ い さ つ

幹 事 報 告



（3）

＊1月  例会卓話者予定＊

１月20日 長崎国際大学RAC
 2010-2011年度会長
  松永　夕加 様

１月27日 佐世保RC
 2005-2006年度 会長
  山縣　義道さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／1月20日㈬　17:00〜 
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／1月14日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／1月28日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
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。

炉 辺 会 合 例 会
2016年1月6日㈬ 18:30〜　富士国際ホテル

西海学園インターアクトクラブの歳末助け合い街頭
募金活動で集まった義援金を、長崎新聞社へ寄与
いたしました。（2015年12月）

佐世保RC創立65周年記念式典
開催日時：平成28年2月21日㈰
　　　　　記念式典　17:00〜17:45
　　　　　祝 賀 会　18:00〜20:15
開催会場：佐世保玉屋
　　　　　記念式典　８階文化ホール
　　　　　祝 賀 会　７階文化ホール
創立65周年実行委員会 委 員 長　橘髙　克和
 副委員長　中村　徳裕
 会　　計　富永　雅弘

▲総務委員会
委員長  坂本　敏・副委員長  髙瀨宏滋、岡村一郎さん

▲懇親委員会
委員長  有薗良太・副委員長  大久保利博、黒木政純さん

▲接待委員会
委員長  加納洋二郎・副委員長  福田金治、米倉洋一郎さん

▲式典委員会（左手奥）
委員長  古賀　巖・副委員長  円田浩司、松尾文隆さん
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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 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

（今週の担当：大神　吉史、カメラ担当：吉田　英樹）

創立65周年記念式典実行委員会

乾杯
65周年記念式典実行委員長

橘髙克和さん 
閉会あいさつ

副会長  木村公康さん 

懇親委員会

総務委員会

式典委員会

接待委員会

炉辺会合例会  懇　親　会

■台南扶輪社
　2015-16年度会長
　　歐 瑞 崇 （Plas）さん

　佐世保姉妹友好担当
　　邱 榮 政 （Roger）さん

■ラホヤRC
　2015-16年度会長
　　Lora Fisher（ローラ・フィッシャー）さん
　佐世保RC担当
　　吉 田 　 博 さん

姉妹クラブ会長、担当者の紹介


