
（1）

④ 理事会決議事項の確認
　  例年と変わりませんが、会長代理の順番を確

認しました。
⑤ 新入会員委員会配属について協議
⑥  ガバナー補佐訪問及びクラブ協議会について

の最終確認
⑦  ガバナー公式訪問例会及び懇談会について最

終確認
⑧ 7月、8月、例会プログラム確認
⑨  初盆を迎えられる会員の確認　
　 メールボックスに入れております。
⑩ 事務局の夏季休暇について確認
　　8月11日㈭〜8月15日㈪
　★8月11日㈭山の日（祝日）
⑪ その他（第2回理事会等の日程）
　  期前理事会で承認された全ての案件は、本日

の第１回理事会で改めて承認頂きました。
　 以上で、ご報告とさせて頂きます。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

	 会長　増本　一也
　皆様こんにちは。本日は、
2016年7月6日㈬、佐世保ロータ
リーの年度も変わり、第3220回 
本年度第1回目の例会です。（佐世
保RC会長として）、この一年間、
皆様どうぞよろしくお願い致し
ます。
　7月2日㈯に行われました、役員交代式並びに
懇親会におきましては、名誉会員、会員、会員
の奥様方、たくさんの皆様にご出席を賜りまし
て、厳粛な中にも盛大で、また楽しい交代式･懇
親会を執り行うことができました事に深く感謝
申しあげます。今更ながら、その責任の重さ
に、身の引き締まる思いでございます。
　本日は、2740地区 第5グループ武

た け べ

部勝
かつうみ

海ガバ
ナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会です。ご
来訪のロータリアンの方々も、佐世保ロータリ
ークラブの現況をお知り頂く良い機会だと思い
ます。お時間の許される方は、最後までご参加い
ただきます様お願い申しあげます。
　本日11時より第1回理事会を開催いたしました。
そのご報告を致します。
① 第6回期前理事会議事録の承認
② 例会運営について(例会次第の確認)
③ クラブ現況、活動計画書および報告書の確認
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会　長　挨　拶

大久保利博 副幹事　　松尾文隆 幹事　　増本一也 会長

増本  新体制スタート!!増本  新体制スタート!!会
長

2016-2017年度　国際ロータリー
第2740地区 第５グループ

武部勝海ガバナー補佐訪問例会
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３．第2740地区	ガバナー	 﨑永　　剛さん
　　　　　　　		地区幹事　	 小林　純一さん
　　　　　　　		事務局長　	 石橋　　完さん
　 ガバナーエレクト事務所からガバナー事務所

と名称を変更のお知らせ

４．第2740地区	社会奉仕委員長	　帯屋　　徹さん
　 社会奉仕事業アンケートご協力依頼が届いて

おります。
 　締め切り／7月29日㈮必着

５．一般社団法人	比国育英会バギオ基金
　バギオだより2016年7月号

■社会奉仕委員会　委員長	 米倉洋一郎
　7月18日（月･祝）のビーチクリ
ーンアップへの多数のご参加を
お願いします。

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
長崎国際大学RAC
第140回例会のご案内
　日時／7月14日㈭19:00〜韓国語
　会場／ホテルオークラJR
　　　　ハウステンボス
　今年度、初回例会ですので、
できれば多くのロータリアンに参加いただきた
いと思います。なお現在の会員数について、女
性11名･男性5名 合計16名、うち2名の休会に
て、14名の活動開始です。これから男性会員を
メインに20名まで増員せよとの増本会長からの
ご指示を受けておりますので、アクターととも
に増員させたいと思います。

	 親睦活動委員会　委員長　中村徳裕
佐世保東RC	パストガバナー　市瀬久米嘉さん
　久しぶりのメークアップです。お世話になり
ます。

武部　勝海さん
　ガバナー補佐として、この一年間よろしくお
願いいたします。

◯ゲスト
　松浦RC
 　第5グループガバナー補佐　武部　勝海さん
◯ビジター
　パストガバナー佐世保東RC 市瀬久米嘉さん
　松浦RC 山本　浩平さん
　　〃 朝永　春郎さん

■井
い ぐ ち

口　東
は る お

郎
　佐世保共済病院　院長
　推薦者：武井　洋一 会員
　　　　　安部　直樹 会員
　カウンセラー：武井　洋一 会員
　委員会配属：親睦活動 委員会
　　　　　　　出席・例会 委員会
　ロータリアンとしての資質に疑問符がつくか
もしれませんが、佐世保市民のための共済病院
に向けて舵取りをして参りますので、佐世保ロ
ータリーの皆様におかれましては、ご支援･ご協
力の程、お願い申しあげます。

■伊
い と う

藤　正
まさかず

和
　日本生命保険相互会社
　担当支社長
　推薦者：米倉洋一郎 会員
　　　　　川口　博樹 会員
　カウンセラー：米倉洋一郎 会員
　委員会配属：親睦活動 委員会
　　　　　　　出席・例会 委員会
　この度は入会させて頂きありがとうございます。
一つでも多くのことを学びたいと思いますの
で、よろしくお願い致します。ちなみにお酒は
大好きです。

 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　 7月のレートは1ドル＝107円から102円に変更

になりました。

２．第2740地区　2015-16年度　
	 ガバナー　　宮﨑　清彰さん
	 地区幹事　　佐伯　岳歩さん
	 ガバナー事務所スタッフ一同
　ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
　 7月1日より8月中旬まで直前ガバナー事務所

として残務処理にあたります。

ニコニコボックス

委員会報告

幹 事 報 告

入　会　式
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松浦RC　朝永　春郎さん、山本　浩平さん
　ガバナー補佐に同行致しました。宜しくお願
い致します。

増本　一也会長、円田　浩司副会長
松尾　文隆幹事、大久保利博副幹事
　第2740地区第5グループ武部勝海ガバナー補
佐訪問を歓迎致しますと共に、クラブの皆様、
今年一年間よろしくお願い致します。

髙瀨　宏滋さん、西田　勝彦さん
長浜　陽介さん、中川　知之さん
佐々木秀也さん、梅村　良輔さん
吉田　英樹さん、松尾　慶一さん
　新年度のスタートにあたり、増本一也会長、
円田浩司副会長、松尾文隆幹事、大久保利博副
幹事のますますのご活躍を祈念してニコニコし
ます。

山下　尚登さん、平尾　幸一さん
髙田　俊夫さん、安部　直樹さん
　井口東

は る お

郎先生のご入会を歓迎致します。

川口　博樹さん、米倉洋一郎さん
　伊藤正和支社長のご入会を歓迎します。

納所　佳民さん
　増本会長様、松尾幹事様、最初の例会から欠
席にて失礼いたします。会員増強･職業分類委員
長としては力不足ですが、出来る限り欠席しな
いよう努めてまいりたいと存じます。新たな船
出にお祝い申しあげます。

クラブ会報･広報委員会	 平尾　幸一さん
	 石田　謙二さん
　一年間、会報を恙なく発行するように、努力
致します。なお、今年度は、皆さんがお話しさ
れている素顔を写真に収めたいと思います。カ
メラ目線は必要でありません。シャッターチャ
ンスは、カメラマンの力量が問われるところで
あり、ご期待ください。

SAA		 木村　公康さん
クラブ奉仕・管理運営委員長　	有薗　良太さん
親睦活動	委員長　　　　　　　	中村　徳裕さん
　　　　副委員長　　　　　　	髙瀨　宏滋さん
出席・例会委員長　　　　　　	坂本　　敏さん
　　　　　副委員長　　　　　	西村　一芳さん

　7月2日㈯役員交代式に出席していただきあり
がとうございます。1年間例会出席よろしくお
願いします。

◎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　有薗　良太

◯親睦活動委員会
　（長）中村　徳裕　（副）髙瀨　宏滋
◯出席･例会委員会
　（長）坂本　　敏　（副）西村　一芳
◯プログラム委員会
　（長）圡井　弘志　（副）遠田　公夫

以下 P24をご参照ください。

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

■R奉仕プロジェクト委員会
　　副会長　円田　浩司

◯職業奉仕委員会
　（長）松尾　慶一　（副）山下　尚登
◯社会奉仕委員会
　（長）米倉洋一郎　（副）河原　忠徳
◯国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　（長）池田　真秀　（副）山口　剛史

以下 P26をご参照ください。

◇

2015〜2016年ニコニコボックスの累計が6月8日
よりずれておりましたので、訂正いたしました。
6月1日　本日合計32,000円　累計910,000円
6月8日　本日合計13,000円
 　(誤）累計910,000円
 　(正）累計923,000円
6月29日  最終例会　　　　　累計983,000円

ニコニコボックス 合　　計 35,000円
テーブルBOX 合　　計 32,000円
 本日合計 67,000円

 累　　計 67,000円

クラブ協議会クラブ協議会
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■青少年奉仕委員会
　　委員長　古賀　　巖

◯ローターアクト委員会
　（長）大神　吉史　（副）松尾　　貴
◯インターアクト・青少年活動委員会
　（長）古賀　久貴　（副）長浜　陽介

以下 P27をご参照ください。

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

■会員増強委員会
　ロータリー情報・文献記録委員会
　　委員長　石井　正剛

◯会員増強・職業分類委員会
　（長）納所　佳民　（副）吉田　英樹
◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）石井　正剛　（副）松本　英介

以下 P29をご参照ください。

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

■クラブ広報委員会
　　委員長　黒木　政純

◯クラブ会報・広報委員会
　（長）平尾　幸一　（副）石田　謙二
◯雑誌委員会
　（長）髙田　俊夫　（副）中川　知之

以下 P30をご参照ください。

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

■ロータリー財団委員会
　補助金委員会　
　　委員長　長富　正博

◯補助金委員会
　（長）長富　正博　（副）坂元　　崇
◯資金推進・財団・米山委員会
　（長）芹野　隆英　（副）田口　恵介

以下 P31をご参照ください。

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

■2016-2017年度　収支予算
　　会計　井手　孝邦
　　以下P32をご参照ください。

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊7月  例会卓話者予定＊ 

７月13日 第2740地区 﨑永剛ガバナー公式訪問

７月20日 佐世保市博物館島瀬美術センター
 　　　　　館長　安田　恭子 様

７月27日 新会員 德川　晃尚さん
                ㈱テレビ長崎　佐世保支社　支社長

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月19日㈫　17:00〜 　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14日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／7月28日㈭ （テスト期間の為）休会
＊ 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。

（今週の担当：平尾　幸一）
（カメラ担当：松尾　　貴）

　国際ロータリー第2740地区
　第5グループガバナー補佐
　　　武部　勝海	様

　国際ロータリーの会長 ジョン
F・ジャームさんは、今年度のテ
ーマを「人類に奉仕するロータリー」とされ、
それをうけて今年度の2740地区運営方針を﨑永
剛ガバナーは「地区に奉仕するロータリー」と
されました。財団創立100年の節目の年であるこ
とを認識して職業サービスの基本理念4つのテス
トの下にロータリアンとして「誇り」をもって
地域に「貢献」しようとされました。
　増本一也会長は「緑寿（ろくじゅ）の年ロータ
リーの活動を通じてお互いの信頼を深めよう」
と提唱されました。66年の歴史あるクラブにふさ
わしいものであると思います。地域に根差した
「80名体制」をめざして頑張ってください。

ガバナー補佐講評


