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� 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。新年の交歓会
や新春の会合も松の内を過ぎ、
一段落着かれたことかと思いま
す。日本列島はクルーズ客の観光
消費、インバウンド客の爆買い、
バスや宿泊施設の不足問題、また
暖冬で冬物の衣料品の需要が伸びなかった等、各
地の便りを伺っても降雪が少ないスキー場や雪祭
りに様々な影響が出ているようです。
　さて、先週は来る2月21日㈰の創立65周年記念
「炉辺会合例会」を夕刻より富士国際ホテルにて
開催させていただきました。皆さんには正月
早々お忙しい中、出席頂き熱心にご討議くださ
り有り難うございました。其々のメンバーの役
割分担や当日までの準備など様々な案件の確認
も出来ました有意義な会合であったと思います。
　本日はクラブ協議会を開かせていただきま
す。前期の活動報告の場ですからよろしくお願
いします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
　長崎RC� 前

まえはら

原　晃
こうしょう

昭さん
　長崎西RC� 西　　義光さん

� 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
	 事務局長　岩邉　俊久さん

　�2015年度下期普通寄付金の要請が届いており
ます。

２．国際ロータリー日本事務局	クラブ・地区支援室
　�ロン・バートン元RI会長を語る不審なメールに
ついてご注意

３．ロータリーの友委員会
　　一般社団法人ロータリーの友事務所
	 委員長　代表理事　橋本　長平さん
　�2014-15年度「一般社団法人ロータリーの友
事務所」事業報告

４．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 宮㟢　清彰さん
	 地区会計長　小島　浩彦さん
　�2015-16年度地区資金（後期分）送金の要請が
届いております。
　送金期限：2016年1月29日㈮

５．ハウステンボス佐世保RC
	 実行委員長　宮下　光

こうせい

世さん
	 競技委員長　川㟢　伸一さん
　�第44回佐世保市内8ロータリークラブ親睦ゴル
フ大会競技委員・担当幹事会議のご案内
　　日時／2016年2月3日㈬　13:40〜
　　会場／佐世保玉屋８階

■65周年記念式典実行委員会
	 副委員長　中村　徳裕
　先週の炉辺会合例会では、式
典についてご協議いただきあり
がとうございました。着々と準
備が進みつつあります。各委員
会の進捗状況を本日を目途にご
提出ください。
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会 長 挨 拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

委員会報告



	 親睦活動委員会　星　　　裕
長崎RC　前原　晃昭さん
　佐世保RCの皆様の本年のご健勝ご活躍をお祈
り申しあげます。

遠田　公夫さん
　ようこそ、前原社長！圡井支社長は佐世保で
頑張っておられます！本年もよろしくお願い致
します。

梅村　良輔さん
　ようこそ、前原社長！！

古賀　　巖さん
　「はなはな」という雑誌の１月号に、愚妻の紹
介記事を載せていただきました。本人の長年の
夢でしたスタジオ開設の記事です。
　十八銀行の松本さんのお計らいで実現できま
した。本人ともども感謝しております。

芹野　隆英さん
　プライベートで恐縮ですが、おかげ様で娘が
無事成人式を迎えることができました。嬉しく
てニコニコします。

大神　邦明さん、下田　弥吉さん
古賀　　巖さん、坂元　　崇さん
石井　正剛さん、円田　浩司さん
芹野　隆英さん、佐々木秀也さん
　誕生祝いありがとうございます。

■ローターアクト委員会	 委員長　山口　剛史
　国際ロータリー第2740地区
　ローターアクト
　インターシティミーティングの
　ご案内
　　日時／2016年1月23日㈯
　　　　　10:30〜15:30
　　　　（10:00〜受付開始）
　　会場／長崎国際大学
　�講話者に遠田公夫さんをお迎えします。皆様
のご参加をお待ち申しあげます。

■親睦活動委員会	 委員長　有薗　良太
　長寿祈願祭を1月27日㈬に開催
いたします。出欠のご連絡をお
願いします。

■インターアクト・青少年活動委員会	 松尾　文隆
　2015年12月21日㈪� 16:30よ
り、西海学園インターアクトクラ
ブの生徒代表３名と顧問の林田
先生が長崎新聞社を訪れ、生徒
代表が挨拶を行った後、歳末助
け合い街頭募金の義援金168,365
円を同社を通じて、日本赤十字社に贈呈いたし
ました。
　当クラブから井手孝邦委員と共に立ち会って
まいりました。

■資金推進・財団・米山委員会　委員長　前田　文智
　溝口尚則会員より（公）ロータ
リー米山記念奨学会、およびポ
リオプラスへご寄付いただきま
した。

� 親睦活動委員会　西田　勝彦
○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）、�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）
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慶　　　祝

ニコニコボックス� 本日合計�　15,000 円

� 累　　計� 538,000 円

◇

ニコニコボックス



（3）

【上期事業報告】
①�例会をより意義ある場とするために、充実した内
容の卓話を実施するようにしました。
②�会員相互の理解を深めるため、会員による卓話を
積極的に実施。
③�新入会員にはクラブに早く慣れていただくこと、
交流が深まることを目的に、自己紹介を兼ねた卓
話を順次実施。
④外部講師による卓話を実施。
⑤�以上より、上期では外部の講師10名と会員および
RAC会員卓話を5名行いました。

【下期事業計画】
　引き続き同様の方針で意義のある卓話を企画して
いきます。
　下期は創立65周年記念式典という大きな事業があ
ります。各委員会とも、全面的に実行委員会に援
助・協力を行っていきます。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■ロータリー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
　委 員 長：平尾　幸一
　副委員長：長島　　正
　委　　員：田中丸善保、髙田　俊夫

【上期事業報告】
　�地区職業奉仕セミナー（2015年9月5日）への参加
　◦参加者：（クラブ入会3年未満会員）
　　�岡村　一郎、大神　吉史
　　筒井　和彦、星　　　裕　計４名
　◦セミナー講師：小船井修一（釧路RC）
　◦�セミナー報告：平成27年9月9日の例会で、筒井和

彦会員に、第1部「基本的な職業奉仕の考え方」、
第 2 部「今の国際ロータリーの考え方」につい
て、報告していただきました。

【下期事業計画】
①�職業奉仕月間（2016年1月）に合わせて、職業奉仕に
関する卓話を実施する。
②�年度下期に話題性のある職場訪問を実施する。

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

□社会奉仕委員会
　委員長：長富　正博　　副委員長：小川信次郎
　委　員：武井　洋一、松本　由昭

【上期事業報告】
ビーチクリーンアップの実施
　◦日時／平成27年7月20日（祝･月）
　◦場所／�九十九島パールシーリゾート（鹿子前町）
　◦参加人数／16名
【下期事業計画】
市民大清掃・清掃活動の実施
　◦日時／平成28年6月
　◦場所／名切公園一帯
　�　市主催による市民大清掃にあわせ、名切公園一帯
（ロータリーの森）の清掃活動を行います。

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　黒木　政純さん代理
　　大久保利博

□親睦活動委員会
　委 員 長：大久保利博
　副委員長：大神　吉史
　委　　員：有薗　良太、松尾　文隆、溝口　尚則
　　　　　　河原　忠徳、池田　真秀、西村　一芳
　　　　　　小川信次郎、松本　淳也、田口　恵介
　　　　　　石田　謙二、筒井　和彦、長浜　陽介
　　　　　　星　　　裕、西田　勝彦

【上期事業報告】
①6月27日�役員交代式・記念懇親会
　佐世保玉屋にて（76名参加）
②9月26日�観月例会
　�九十九島海賊遊覧船みらいで観月、ローズキッチ
ン・シーハウスにて懇親会（80名参加）
③11月11日�新会員研修会・歓迎懇親会
　レオプラザホテル佐世保にて
　（新会員14名を含む会員50名参加）
④12月12日�忘年家族会
　佐世保玉屋文化ホールにて（109名参加）

【下期事業計画】
①1月27日�長寿祈願祭・祝賀会
　�亀山八幡宮での祈願祭、玉屋8階文化小ホールでの
祝賀会を予定
②4月6日�観桜例会
　ホテルオークラJRハウステンボスにて

-----------------------------------------------------
□出席・例会委員会
　委員長：古賀　　巖　　副委員長：吉田　英樹
　委　員：菅沼宏比古、髙瀨　宏滋、圡井　弘志
　　　　　古賀　久貴、松原　　健、石田　謙二
　　　　　筒井　和彦、長浜　陽介、上野　好章
　　　　　星　　　裕、西田　勝彦

【上期事業報告】
①�SAAや親睦活動委員会との協力のもと、例会出席
が魅力的で楽しくなるような例会運営に努め、メ
ークアップの確認、年間行事、地区行事への出席
をお願いしました。
②�例会での出席者を確認し、出席状況を記録、ボー
ドに掲示。
③�毎月第3例会時に、永年表彰および出席100％表彰
を実施。

【下期事業計画】
　年間計画を全うするため、さらに委員会活動に努
めます。

-----------------------------------------------------
□プログラム委員会
　委員長：中村　徳裕　　副委員長：松原　　健
　委　員：山縣　義道、梅村　良輔、溝口　尚則

クラブ協議会クラブ協議会
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⑤�「第28回全国ローターアクト研修会並びに第13回ア
ジア太平洋地域ローターアクト会議」への参加。本
研修会に参加し、今後の活動に活かす。また、当
RACとの交流を希望される台南RACも参加予定であ
り、親睦を深め今後の活発な交流へと発展させる。

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

□インターアクト・青少年活動委員会
　委員長：田中　信孝　　副委員長：松尾　文隆
　委　員：岡　　英樹、菅沼宏比古、井手　孝邦
【上期事業報告】
◦7月佐世保学園意見発表会
　　日　時／平成27年7月10日㈮
　　場　所／佐世保学園
　　参加者／会長、幹事、坂本　　敏
　　　　　　田中　信孝、松尾　文隆
◦インターアクトクラブ年次大会への参加
　　日　時／平成27年9月13日㈰
　　場　所／佐賀市�佐賀聖和高校
　　参加者／�西海学園生徒3名（1年生1名、3年生2

名）、顧問1名
◦地区青少年奉仕セミナー
　　日　時／平成27年9月5日㈯
　　場　所／東彼杵町総合会館
　　参加者／田中丸善弥会長、坂本　敏委員長
◦指導者養成セミナー
　　日　時／平成27年10月17日㈯
　　場　所／長崎ウエスレヤン大学
　　参加者／田中　信孝
　（�県内高校行事のため西海学園他11校不参加・開
催日時は調整必要）

◦年末歳末助け合い募金活動の実施
　　日　時／平成27年12月5･12･20日　義援金168,365円
◦�佐世保クリスマス子供会ボランティア、老人ホーム訪
問、留学生との交流、地域清掃など定期的に予定･実施。

【下期事業計画】
◦RYLAへの参加。
◦その他、青少年に関する支援事業
◦インターアクト活動
　�西海学園�定例会（月2回）、実施時期については、学
校行事で調整。
　�幼稚園訪問、校外清掃、街頭募金、老人ホーム訪
問、留学生交流会を計画中。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■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
　委 員 長：加納洋二郎
　副委員長：西村　一芳
　委　　員：玉野　哲雄、森　　信正
【上期事業報告】
①入退会状況について（期首73名）
　入会者３名

□国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　委員長：松尾　　貴　　副委員長：池田　真秀
　委　員：納所　佳民

【上期事業報告】
　今年2月の当クラブ創立65周年記念式典に関し、姉
妹クラブの台南RCとラホヤRCとしっかりと連絡を取
りながら、式典へのご参加及び付随事項に関し、詰
めていっている状況です。

【下期事業計画】
　引き続き、創立65周年記念式典に関し、姉妹クラ
ブの台南RCとラホヤRCと連絡を密に取りながら、式
典へのご参加及び付随事項に関して落ち度がないよ
うしっかりと詰め、先方に失礼のない対応で、記念
式典の成功に寄与していきます。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■青少年奉仕委員会
　　委員長　坂本　　敏

□ローターアクト委員会
　委 員 長：山口　剛史
　副委員長：髙瀨　宏滋
　委　　員：安部　直樹、佐保　　榮、松本　淳也
　　　　　　古賀　久貴
【上期事業報告】
　長崎国際大学RAC：会員数17名　例会開催10回
◦主な行事
　①ボウリング例会　8月27日㈭　18:30〜
　②松浦公園�in�盆おどり2015�ボランティア
　　8月7日㈯・8日㈰
　③�RC観月例会によるインターアクトとの交流
　④長崎国際大学「開国祭」
　　10月31日㈯・11月1日㈰
　⑤�2740地区ローターアクト「1泊懇親会」
　　（鹿島市・5名参加）
　⑥2740地区ローターアクト「七地区交流会」
　　（福岡市・2名参加）
　⑦RC2740地区「地区大会」
　　（唐津市・3名参加）

　会長テーマ「やったもん勝ち！」を掲げ、積極的に他
クラブとの交流の場へ参加。会員増強目標“8名増”は未
達成、4月の新入生加入に期待。収入面では、活動費捻出
のため祭り及び大学祭に参加、支出面では月1回の例会
を大学開催としました。

◦次年度役員
　会長：仁田原　汀　　幹事：牟田真衣奈
　会計：原　菜那未

【下期事業計画】
①下期事業活動に基づいた活動を指導。
②会員増強を支援。
③�佐世保RC例会及び事業への参加を促し、RC会員と
の親交を深める。また、インターアクトメンバーと
の交流機会をつくる。
④�1月23日「インターシティミーティング」を主幹事と
して開催。
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◦�親和銀行様の白岳倉庫の廃止を受けて、預けてある
書類等を親和銀行様の本店倉庫へ移動を行います。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■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
　委 員 長：岡村　一郎
　副委員長：圡井　弘志
　委　　員：河原　忠徳、吉田　英樹、大神　吉史
　　　　　　田口　恵介、上野　好章
【上期事業報告】
　委員会報告のみなさま、卓話のみなさまからの原
稿も毎回確実に頂戴することで、クラブ会報の作成
も円滑に進めております。
　9月の観月例会や11月の新会員研修･歓迎懇親会及
び地区大会等のイベント時も事前に撮影をお願いす
ることで、写真の準備も抜かりなく行うことができ
ております。

【下期事業計画】
　上期と同様にクラブ会報は、佐世保ロータリーク
ラブの例会報告書として会報の作成、発行及び配布
を行います。
　引き続き、理事会、各委員会の活動報告、卓話、
佐世保ロータリークラブ催事報告、ニコニコボック
ス、連絡事項等を記載した会報を、原則例会の開催
に合わせて遅滞なく発行いたします。
　今年度下期に実施予定の65周年記念行事の報告に
ついても確実に実施いたします。

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

□雑誌委員会
　委員長：川口　博樹　　副委員長：有薗　良太
　委　員：松本　英介、髙田　俊夫

【上期事業報告】
◦�入会3年未満の会員を対象として、偶数月に雑誌委
員会を開催、「ロータリーの友」を引用し、感想、
意見を発表していただきました。
◦�発表者：吉田　英樹さん（8月）
　　　　　上野　好章さん（10月）
　　　　　石田　謙二さん（12月）

【下期事業計画】
　下期も引き続き、新入会員を中心に「ロータリーの
友」を引用したコメントを発表していただきます。

−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−♢−−

■ロータリー財団委員会　
　　委員長　松尾　慶一

□補助金委員会
　委 員 長：山下　尚登
　副委員長：井上　斉爾
　委　　員：池田　　豊、下田　弥吉

　◦上野　好章（平成27年7月8日）
　　　損害保険ジャパン日本興和㈱　佐世保支社長
　　　職業分類：火災保険
　◦星　　　裕（平成27年8月5日）　
　　　九州電力㈱相浦発電所　所長
　　　職業分類：発電
　◦西田　勝彦（平成27年10月7日）
　　　佐世保公証役場　公証人
　　　職業分類：公証人

　退会者２名
　◦安福鴻之助（平成27年11月6日）
　　　㈱中央会館チェーン　取締役会長
　　　職業分類：不動産賃貸
　◦松原　　健（平成27年12月17日）
　　　㈱テレビ長崎��佐世保支社長
　　　職業分類：民間放送
　以上、病気療養中であった安福鴻之助さんが誠に
残念ながらご逝去され、現時点で純増１名となって
おります。
　下期もクラブの活性化を目指し会員増強に努めます。

【下期事業計画】
　円田浩司委員長の掲げる純増２名を目指し、新会
員の獲得に努めたいと考えます。
　引き続き会員の皆様にも新たな会員候補の情報提
供のご協力をお願い申しあげます。

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

□ロータリー情報･文献記録委員会
　委員長：橘髙　克和　　副委員長：井手　孝邦
　委　員：中島　祥一、松本　由昭

【上期事業報告】
①�会員候補者にオリエンテーションを行い、ロータリ
ークラブについての説明を行ない、会員義務につい
ての説明を行いました。
　◦�星　　裕（8月5日入会）
　　　平成27年7月22日　例会場にて
　◦�西田　勝彦（10月7日入会）
　　　平成27年9月9日　例会場にて
　◦�廣瀬　章博（1月6日入会）
　　　平成27年11月11日　例会場にて
②新会員研修会を開催しました。
　日時／平成27年11月11日㈬　16:00〜
　会場／レオプラザホテル佐世保
　講師／福田　金治パスト会長
　　　　長島　　正パスト会長
　　　　米倉洋一郎さん
　出席者／研修会16名、懇親会52名
③ロータリー3分間情報の発表
　７月15日　橘髙　克和さん
　11月18日　中島　祥一さん

【下期事業計画】
◦�3分間情報の発表（予定）
　１月20日　松本　由昭さん
　３月16日　橘髙　克和さん
　５月18日　井手　孝邦さん
◦�入会予定会員へのオリエンテーションの開催
◦�平成28年1月の規定審議会での発表を受けて、定款
細則の変更を年度内に行います。



【上期事業報告】
◦�7月、第2740地区事務所にて補助金決定の取り決め
や決定事業及び決定金額を調査しました。この補助
金の申請は2016年に入り申請し、施行は次年度と
なるため、8月14日増本一也会長エレクトと調査資
料をもとに打ち合わせを行いました。
◦�ロータリー財団セミナー参加
　日　時／平成27年10月18日㈰
　会　場／唐津市相知交流文化センター
　参加者／会長エレクト　増本��一也
　　　　　R財団委員長　松尾��慶一
　内　容／�ロータリー財団の使命･活動の説明、ロータ

リー財団の歩み、ロータリー財団資金の仕
組とシェア、ロータリー財団の現況

【下期事業計画】
　下期は、今一度増本会長エレクトをはじめとする執
行部の方々と打ち合わせを行い、事業を行うか決定し
て頂き、行う場合は期限内に申告書を提出します。

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

□資金推進･財団･米山委員会
　委員長：前田　文智　　副委員長：納所　佳民
　委　員：円田　三郎、佐々木秀也

【上期事業報告】
◦�2015-16年度�クラブ米山記念奨学委員長セミナー
　　日　時／平成27年6月27日㈯
　　会　場／唐津市相知交流文化センター
　　出席者／資金推進･財団･米山委員長��前田　文智
◦�ロータリー財団委員会全体会議
　　日　時／平成27年7月21日㈪
　　出席者／R財団委員長　松尾　慶一
　　　　　　補助金委員長　山下　尚登
　　　　　　補助金副委員長　井上　斉爾
　　　　　　資金推進･財団･米山委員長��前田　文智
　　　　　　補助金委員　下田　弥吉
◦�上期寄付実績：R財団�600ドル
　　　　　　　　ポリオ・プラス�375ドル
　　　　　　　　米山記念奨学会�210,000円

【下期事業計画】
①�ロータリー財団、ポリオ撲滅、米山記念奨学会の
活動内容、目的、意義など、卓話や文章等で会員
に対して、一層の啓発活動を行います。
②�2014年4月〜2016年3月迄の米山奨学生�B

ブ イ

UI,� C
チ

HI�
T
テ ィ

HI�B
ビ ッ ク

ICHさん（ベトナム出身、長崎国際大学4年）の
世話クラブとしての活動を引き続き行います。又、
米山奨学会についての理解を深める活動に努めます。
③�本年度の活動目標値である、ロータリー財団＄
3,000、ポリオ撲滅＄2,000、米山奨学金20万円達
成に向けての理解を会員に、より深めていく活動
を行います。
　�両委員会合同で打ち上げを盛大に行うことで終了
します。

（6）

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：吉田　英樹）
（カメラ担当：上野　好章）

＊1〜2月  例会卓話者予定＊

１月27日� 佐世保RC
� 2005-2006年度�会長
� � 山縣　義道さん
２月３日� 長崎国際大学
� 人間社会学部国際観光学科�教授
� � 安徳　勝憲�様
２月10日� 「クラスペディア」代表
� � 吉岡和佳子�様
２月17日� 佐世保市立総合病院
� � 院長　澄川　耕二�様
２月24日� 陸上自衛隊西部方面混成団長兼
� 相浦駐屯地司令
� � 杉本　嘉章�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月 3 日㈬　17:00〜�
2月17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28日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学�食堂

日時／2月18日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学�食堂

日時／2月27日㈯　10:00〜　役員交代式
会場／長崎国際大学

＊�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。

会計　富永　雅弘

　上半期決算額については予算額を
若干上回っておりますが、主に下半
期支出予定分の前倒しであり想定の
範囲内です。
　創立65周年式典の予算について
は、会員負担金のほか、ニコニコBOX、特別積立金
により対応いたします。


