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 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。お久し振りで
す。安心してください。私は元
気です。
　木村副会長には3回も代行を
お願いし、本当にご迷惑お掛け
しました。皆さんにもご心配お
掛けしました。有り難うございました。
　少し遡りますが、去る2月27日には、長崎国際
大学RAC新旧役員交代式が行われ、田本会長、
堤幹事、坂口会計から仁田原(新)会長、牟田幹
事、原会計にバトンタッチされました。
　私の不在中に世の中は、すっかり春が訪れま
した。全国各地で待ちに待った、桜開花のニュ
ースも届いています。連休も終わりましたが、
職場での異動の話もお聞きし、お別れや歓迎会
なども開かれる季節となります。
　さて、第9回理事会の報告が遅れましたが、
来る4月6日の「観桜例会」、そして5月11日の
「職場訪問」の内容もそれぞれ煮詰まって来て
おります。委員長より報告もあろうかと存じま
すが、どうぞ楽しみに、また、ご参加の程宜し
くお願い致します。
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　	創立65周年記念式典CD-Rへのお礼状が届い
ております。

２．国際ロータリー世界本部グローバルコミュニケーションズ
　　アジア地域担当チーム
　ロータリー日本語フェイスブック開設のご案内
　　アドレス：www.facebook.com/RotaryJapan
　　国際ロータリー公式ツイッター(＠rotaryjapan)

３．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
　	終了奨学生のカウンセラー対象アンケートの
お願い

４．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/

 親睦活動委員会　池田　真秀
観桜例会のご案内
　日時／2016年4月6日㈬
　　　　18:30〜
　会場／	ホテルオークラJRハウス

テンボス
　会場には桜の花も用意いたしますので、ご参
加方よろしくお願いいたします。
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 朗遊会幹事　圡井　弘志
第３回朗遊会のご案内　
　日時／2016年3月26日㈯　11:19スタート
　場所／佐世保カントリークラブ

 岡　　英樹
　母光代は99歳で人生を終えました。天寿を
全うしたと思います。
　会員のみなさまにはお忙しいところご会葬を
賜り、ご芳情のほど誠に有り難く厚くお礼申し
あげます。

 親睦活動委員会　石田　謙二
○結婚記念月のお祝い
　山下　尚登・智子　さん	ご夫妻（5日）
　中川　知之・ヒサ子さん	ご夫妻（18日）
　長島　　正・圭子　さん	ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　さん	ご夫妻（25日）
　菅沼宏比古・美砂子さん	ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝さん	ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　さん	ご夫妻（30日）

 親睦活動委員会　田口　恵介
佐世保南RC　一田　晶壽さん、里浦　徹さん
　佐世保南RCの一田と里浦です。本日はメーク
アップでお邪魔します。よろしくお願いします。

円田　浩司さん、廣瀬　章博さん
　佐世保南RC	一田晶壽さん、里浦　徹さんの
ご来訪を歓迎して。移籍のご相談には、いつで
も乗ります。

芹野　隆英 幹事、坂元　　崇 副幹事
　田中丸善弥会長の無事復帰を記念して、執行
部としてニコニコします。一番ホッとしている
のは木村副会長ではないでしょうか。

橘髙　克和さん
　何年か振りの卓話です。皆様のお耳を汚しま
すが、宜しくお願いします。

田中丸善弥 会長、芹野　隆英 幹事
坂元　　崇 副幹事、福田　金治さん
米倉洋一郎さん、星　　　裕さん
森　　信正さん、松本　由昭さん
山縣　義道さん、圡井　弘志さん
円田　浩司さん、大久保利博さん
佐々木秀也さん、石田　謙二さん
池田　真秀さん、石井　正剛さん
西田　勝彦さん、筒井　和彦さん
山口　剛史さん、廣瀬　章博さん
増本　一也さん、古賀　　巖さん
有薗　良太さん、田口　恵介さん
松尾　慶一さん、長島　　正さん
大神　邦明さん、納所　佳民さん
玉野　哲雄さん
　橘髙克和会員の卓話に期待して。

芹野　隆英さん、中川　知之さん
長島　　正さん、山下　尚登さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

田中丸善弥 会長
　検査入院から無事退院出来ました。例会不在
中、皆さまにはご心配、ご協力頂き、本当に有り
難うございました。御礼としてニコニコします。

 指揮　井手　孝邦
「仰げば尊し」合唱	

1884年（明治17年）に発表された唱
歌。卒業生が教師に感謝し学校生
活を振り返る内容の歌で、卒業式
で広く歌われ親しまれてきた。
2007年（平成19年）に「日本の歌百
選」の１曲に選ばれた。
長い間作者不詳の曲とされていたが、2011年	一橋大
桜井雅人名誉教授が、1871年に米国で出版された学
校向け教材に収録されているのを突き止めた。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　46,000 円

	 累　　計	 754,000 円

◇

慶　　　祝

朗遊会より

会葬のお礼

歌の時間



『佐世保RC創立65周年記念式典のご報告』

　創立65周年記念式典実行委員会
　委員長　橘髙　克和さん

　せっかくの機会ですので、過
去に開催された記念式典の様子
も振り返りながらお話ししたい
と思います。

①30周年（1980〜81）
　	会　長　故	松尾　弘司さん
　副会長　故	髙橋　章文さん
　幹　事　故	石井　千里さん
　SAA　 	武井　洋一さん

②40周年（1990〜91）
　会　長　故	松尾　恒司さん
　副会長　故	田中　　嵩さん
　幹　事　故	安福鴻之助さん
　副幹事　中島　祥一さん
　〔主な事業〕
　　1．王貞治少年野球教室・記念講演会
　　　　　　　　　　　	（池田　豊さん）
　　2．友愛の森記念植樹（岡　英樹さん）

③50周年（2000〜01)　
　会　長　中村　克介さん
　幹　事　円田　　昭さん
　ガバナーの輩出
　　ガバナー　武井　洋一さん
　　地区幹事　山縣　義道さん
　〔地区大会の開催〕
　記念講演会	作家	五木　寛之氏「日本人の心」

★53周年　ガバナー輩出
　ガバナー　安部　直樹さん
　地区幹事　福田　金治さん
　〔地区大会の開催〕
　記念講演会	作家	なかにし礼氏「人生の黄金律」

④60周年（2010〜11）
　会　長　飯田　満治さん
　幹　事　古賀　　巖さん
　実行委員長　中島　祥一さん
　〔主な事業〕
　　1．島瀬公園へ桜の植樹
　　2．校名入りテントの寄贈
　　3．ハイスクール茶会
　　4．宇久島映画祭
　　5．東日本大震災への義援金贈呈
　　6．長崎国際大学RAC主催	犬のふれあいイベント

★	2011年3月11日、東日本大震災が発生し、記
念式典は中止

★	2011年10月22日に3,000回例会を記念して、
2011-2012年度会長	梅村　良輔さん・幹事	
田中丸善弥さん、姉妹クラブをご招待して、
祝賀会と懇親会を開催

⑤65周年（2015〜16）
　会長　田中丸善弥さん
　幹事　芹野　隆英さん
　実行委員長　橘髙　克和さん
　〔主な事業〕
　　1．65周年記念式典
　　2．	祝賀会（台南RC23名･ラホヤRC3名を

お迎えして友好を深める）

★	話題のHTB歌劇団を迎えて、皆さんに楽しん
でいただく。

⑥姉妹クラブとの歴史
　1．台南RC
　　　締結：1970年11月20日
　　　	松永一郎元会員に纏わる友情から、今日

までロータリー精神を発揮されてきて、
深い関係になっている。

　2．ラホヤRC
　　　締結：1986年1月1日
　　　	故	 七熊 元会員宛に私信があってその

後、元名誉会員でアメリカポイントロー
マRC（佐世保南RCと姉妹クラブ）会員で
リンジー氏の紹介により、締結のきっか
けとなった。
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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：上野　好章）
（カメラ担当：岡村　一郎）

＊4月  例会卓話者予定＊

４月13日	 佐世保の郷土史研究家
	 	 和田　　隆	様
４月20日	 調整中

４月27日	 会員　加納洋二郎さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／4月19日㈫　15:45〜	
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室
3月より第1・3火曜日に変更となりました。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／4月14日㈭　19:00	食事開始、19:30〜例会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／4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。

姉妹クラブ歓迎昼食会（2月21日㈰  12:00〜　ホテルオークラJRハウステンボス12Fにて）

開式の辞　65周年記念式典実行委員長 橘髙克和さん

両RCの友情を大事に末永い友好を！台南RCより

手に手つないで

佐世保RC会長
田中丸善弥さん

式典司会
円田 浩司さん

祝賀会司会
木村 公康さん

祝賀会司会
髙瀨 宏滋さん

万歳三唱
会長エレクト

増本 一也さん

ラホヤRC会長代理
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佐世保ロータリークラブ創立65周年記念式典及び祝賀会
式　典／2016年2月21日㈰　17:00〜17:45　 佐世保玉屋８階文化ホール
祝賀会／2016年2月21日㈰　18:00〜20:00　 佐世保玉屋７階文化ホール


