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　最後に、今年は酉年です。酉は、「取り込
む」のトリという語呂合わせで、昔から商
売繁盛の象徴という意味もあり、縁起が良
い年とされています。
　そして、酉の干支の特徴として「親切で世
話好き」とあります。今年、年男となられる
方は、昭和44年生まれの草津栄良さん、橋詰
文雄さん、昭和32年生まれの古賀　巖さん、
石田謙二さん、昭和20年生まれの安倍直樹さ
ん、5名の方です。皆さん、親切で世話好き
な方ばかりです。
　今年も、皆様のご協力を得
て、佐世保ロータリークラブ
の発展に全力を尽くしていく
所存ですので、どうぞ、よろ
しくお願い致します。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保南RC	 池内　章雄さん

■安
やすふく

福　竜
りゅうすけ

介
　㈱中央館チェーン	代表取締役

　推薦者：増本　一也	会長
　　　　　梅村　良輔	会員
　　　　　大神　邦明	会員

	 会長　増本　一也
　皆さん、新年明けましてお
めでとうございます。2017年
初めての例会です。新年を祝
って、この後、「乾杯」をした
いと思います。また、本日よ
り、新会員	安福竜介さんがご入会されま
す。そして、本日と来週は、クラブ協議会
となっております。上半期を終え、下半期
に向けて、各委員会の大委員長の方々に、
それぞれの活動内容を発表して頂きます。

【理事会報告】
①忘年家族会決算について
②長寿祝賀会の準備及び出席状況について
③2016〜2017年度上期決算について
④ラホヤRC70周年祝賀会の訪問について
⑤創立66周年記念例会：
　2017年2月22日㈬	18:30〜		アイトワ
⑥	名誉会員海上自衛隊佐世保地方総監交代
による推戴について（推戴状を持参）
　・	山下万喜前総監→佐藤　誠総監（57歳）
新任

⑦	国際ロータリー定款・佐世保RC細則変更
について
⑧1月例会・2月例会プログラムについて
⑨	その他：佐世保工業高等専門学校IACの
発会式について
　・2017年2月25日㈯	13:30　学校内
　・提唱ロータリークラブ：佐世保北RC
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新年の乾杯
安部直樹さん
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できました。下半期も会員の皆様のご協力
をよろしくお願い致します。

安福　竜介さん
　歴史と伝統ある佐世保クラブにお世話に
なります。よろしくお願いします。

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
山縣　義道さん、芹野　隆英さん
梅村　良輔さん、廣瀬　章博さん
福田　金治さん、大神　邦明さん
橘髙　克和さん、安倍　直樹さん
山口　剛史さん、石井　正剛さん
米倉洋一郎さん、田中丸善弥さん
石田　謙二さん、坂元　　崇さん
　安福新会員の入会を歓迎して。

田中丸善保さん
　おかげ様で、十日恵比寿大祭が昨日無事
に終了しました。

古賀　　巖さん
　次男のお土産の歴代総理タオルを田中丸
善保さんにもらっていただいたところ、
1,000円をいただきましたので、ニコニコ致
します。私がおしつけた様で恐縮しており
ます。

　カウンセラー：大神　邦明	会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　この度、歴史と伝統のある佐世保ロータ
リークラブに入会を承認していただき、誠に
ありがとうございます。祖父の代よりお世
話になります佐世保クラブにご恩返しでき
るよう頑張って参ります。よろしくお願い
いたします。

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年1月のロータリーレートは、
　1ドル＝116円です。（参考：12月=106円）

２．台南扶輪社	 会長　蘇　崇舜	Frame	様
	 会員一同
　年賀状が届いております。

３．ガバナーエレクト		駒井　英基さん　他
　年賀状が届いております。

４．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　地区会計長	 東　　直美さん
　2016-17年度地区資金（後期分）送金のお願い

５．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 	小沢　一彦さん
　　事務局長	 岩邉　俊久さん
　2016年度下期普通寄付金のお願い

	 親睦活動委員会　吉田　英樹
佐世保南RC　池内　章雄さん
　新年早々、おじゃまいたします。今年も
よろ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
　おかげ様で上半期を無事に終えることが

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　26,000 円

	 累　　計	 604,000 円

◇

幹 事 報 告



（3）

■会長　増本　一也さん
　昨年7月2日㈯の役員交代式で、田中丸善
弥直前会長より会長職を引き継ぎ、半年が
経過しました。年度当初、クラブ運営方針
10項目を掲げさせて頂き、それをRI戦略計
画に照らし合わせ、3つの戦略的目標に分類
してみました。
　その1番目の戦略的目標が、「クラブのサ
ポートと強化」です。この中に掲げており
ました事項として、職業奉仕を柱とする5大
奉仕部門は堅持し、又、委員会組織につき
ましても、CLPを採用致しました。CLPの
長所は、長期計画をたてることにありま
す。現在の委員会の活動が、本来の目的に
一致しているのかどうか、長期的な視野
で、今一度、見つめ直す事も必要だと考え
ております。一朝一夕に出来ることではな
いかもしれませんが、これからも佐世保RC
の展望を拓いていくには、極めて重要な事
です。各委員長の皆さんには、この事を心
に留めてほしいと願っています。
　次に例会についてですが、例会内容を充
実して、会員が楽しめる例会にする事、こ
の点に関しましては、試行錯誤を繰り返し
ながらも、現在も進めているつもりです。
出席率100％についても、これからも継続で
きる様、皆さんのご協力をよろしくお願い
します。卓話に関しましても、プログラム
委員会の圡井委員長には、バラエティーに
とんだ講師陣を配して頂き大変有り難く思
っています。
　親睦活動委員会の事業につきましても、
有薗大委員長、中村委員長のお二人の包容
力で、新会員の相互交流を深める様な、楽
しい委員会や事業を実施して頂きました。
　青少年奉仕活動については、インターア
クトクラブ、ローターアクトクラブ、それ
ぞれの活動が少しずつ見えてきた感があ
り、大変嬉しく思っております。これから
も、この流れを崩さない様に、担当委員会

の皆さまには、学校側との連携を密にし
て、将来のリーダーとなる青少年育成にご
尽力願います。
　今年度、RI規定審議会での「手続要覧」
変更を受け、クラブ細則が一部改正されま
す。文献記録委員会の石井委員長から提出
されています資料を精査し、皆様に配布さ
せて頂きます。
　ラホヤRCの創立70周年祝賀会は、今年の
4月7日㈮の予定になっております。国際奉
仕･姉妹クラブ委員会、池田真秀委員長を中
心に、現在参加者を募っておりますので、
皆様の多数のご出席をお願い致します。
　そして、今年度、一番私が実現したい事
は、会員増強であり「80名体制」を構築する
事です。本日、安福竜介さんが入会され、現
在78名です。年度末には、80名以上にした
いと考えております。皆さんの更なる情報提
供･ご協力をよろしくお願いします。
　2番目の戦略的目標が「人道的奉仕の重点
化と増加」です。この目標に関しまして
は、RI地区補助金事業として「児童養護施
設への愛のお米贈呈事業」を実施しまし
た。この事業目的には、人道的支援の目的
と共に、青少年の健全育成の目的がありま
す。IACやRACの学生たちを参加させる事
で、稲刈りやバーベキューを通じて子供達
と触れ合い、彼らにも、その社会体験奉仕
活動の中で徳育の意義を体感させるもので
した。私個人としても、RC･IAC･RACが一
体となって実施した本事業は、予想を超え
た素晴らしい事業になったと思います。雨
のせいで稲刈りが前回できませんでしたの
で、下期に元米山奨学生の官家興さんにお
願いして田植えを実施して、この事業を完
結させたいと考えています。
　財団への寄付につきましては、地区目標
金額に近づく様に、これからも皆さんご協
力をよろしくお願いします。
　3番目の戦略的目標は「公共イメージと認
知度の向上」です。今年度は、報道関係の
会員のご協力を得て、テレビや新聞で報道
される事が増えました。特に、児童養護施
設の子供達とのRI地区補助金事業は、補助

クラブ協議会クラブ協議会
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金委員会坂元	崇副委員長を中心に実施し、
佐世保RCのPRにも繋がったと思います。
　地区の社会奉仕委員会研修会では、講師
の岩永パストガバナーが佐世保RCの活動内
容を取り上げられ、その事業内容や広報等
について絶賛して頂きました。佐世保RCの
活動が、対外的にPR出来れば、会員増強に
も繋がるのではないかと考えています。
　以上、上半期を終え、会長としての率直
な気持ちとして、あと半年、まだ半年、ま
だ道半ばですので、今度共、皆様のご支
援、ご協力をよろしくお願いします。

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

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　菅沼宏比古

◯職業奉仕委員会
　（長）松尾　慶一
　（副）山下　尚登
　	委員：円田　三郎、山縣　義道
　	　　　髙瀨　宏滋
◯社会奉仕委員会
　（長）米倉洋一郎
　（副）河原　忠徳
　	委員：安倍　直樹、中川　知之
◯国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　（長）池田　真秀
　（副）山口　剛史
　	委員：大神　邦明、梅村　良輔

　本委員会は、職業奉仕、社会奉仕、国際
奉仕の３委員会で構成され、今年度の職業
奉仕部会地区テーマ「職業奉仕、みんなで
考え、語ってみよう」に添って努めており
ます。
【上期事業報告】
　7月に鹿子前地区のビーチクリーンアップ
を実施。多くの会員の方に参加をいただき
ました。ありがとうございました。
【下期事業計画】
　姉妹クラブであるラホヤRC創立70周年記
念式典に参加する計画を立てております。

多くの会員の方に参加いただけるようお願
い申しあげます。

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

■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
　	委員：玉野　哲雄、坂元　　崇
　	　　　廣瀬　章博
　
【上期事業報告】
長崎国際大学RAC	例会開催内容
	7月14日㈭	 ホテルオークラ
	 	メインテーマ：ソプさん担当	

韓国語講座
	7月28日㈭	 テスト期間のため「休例会」
	8月10日㈬	 	参加人数不足のため急遽「休

例会」
	8月25日㈭	 	参加人数不足のため急遽「休

例会」
	9月10日㈯	 	長崎国際大学
	 	アクトの日のため「学校清掃

活動」
	9月29日㈭	 長崎国際大学
	 メインテーマ：繁盛さん担当
	 「鹿児島特産について」
10月 6 日㈭	（8/10分例会）長崎国際大学
	 	メインテーマ：「公式訪問例会

の準備」
10月13日㈭	 ホテルオークラ
	 公式訪問例会
	 	メインテーマ：「出身地をPRし

よう！」
10月27日㈭	 プラザスポーツセンター
	 	メインテーマ：瀧口くん担当

「ゴルフ例会」
11月10日㈭	 ホテルオークラ	
11月17日㈭	（8/25分例会）長崎国際大学
11月24日㈭	 長崎国際大学
12月 8 日㈭	 ホテルオークラ
	 	メインテーマ：古賀　巖委員長

「卓話」
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12月21日㈬	 ホテルオークラ
	 クリスマス例会

（11月18日現在　会員数13名）
【下期事業計画】
	1月12日㈭	 ホテルオークラ
	 メインテーマ：「書初め」
	1月26日㈭	 テスト期間のため「休例会」
	2月 9 日㈭	 ホテルオークラ
	 	メインテーマ：大神吉史担当

「卓話」
	2月18日㈯　長崎国際大学　役員交代式
	3月 9 日㈭	 ホテルオークラ
	3月25日㈯　花見例会(予定)
	4月13日㈭	 ホテルオークラ
	4月15日㈯　唐津にて「ローターアクト研修会」
	4月27日㈭	 長崎国際大学
	5月11日㈭	 ホテルオークラ
	5月13日㈯･14日㈰	長崎にて「年次大会」
	5月25日㈭	 長崎国際大学
	6月 8 日㈭	 ホテルオークラ
	6月22日㈭	 長崎国際大学「最終例会」

　課題：次年度になると4年生が就活のため
休会者が増えるので例会開催に支障が出る
可能性がある。よって、1年生･2年生をター
ゲットに例会を通じて会員を増やす活動を
しなければならない。2016年11月18日現在
で、会員数13名である。最終例会時には20
名まで増やしたい。

◯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
　	委員：武井　洋一、森　　信正
　	　　　溝口　尚則

【上期事業報告】
◦	佐世保学園意見発表会
　日　時：平成28年7月8日
　場　所：佐世保学園
　参加者：	増本一也会長、大久保利博副幹

事、古賀　巖委員長、大神吉
史、玉野哲雄、長浜陽介

◦インターアクト年次大会
　日　時：平成28年7月30日･31日
　場　所：諫早文化会館
　　　　　長崎ウエスレヤン大学
　参加者：古賀		巖委員長、古賀久貴
◦佐世保RC	愛のお米1,000kg贈呈プロジェクト
　日　時：平成28年10月22日
　場　所：東彼杵町東部地区コミュニティセンター
　参加者：総勢77名	IAC7名	佐世保RC13名
◦西海学園インターアクト、生徒会募金活動
　日　時：平成28年12月3･4日
　場　所：島瀬公園前
　参加者：	〔3日〕増本一也会長、古賀　巖

委員長、古賀久貴、山口剛史、
筒井和彦、林田先生、生徒10名

　　　　　	〔4日〕増本一也会長、古賀　巖
委員長、林田先生、西海学園先
生、生徒20名

◦	12月20日	益城町役場町長へ熊本地震募金
贈呈

例会日：7/19･9/20･10/18･11/1･11/15･12/6

【下期事業計画】
　例会の定期的開催促進と例会出席率の向
上に努めるとともに、可能性を秘めた学生
に将来素晴らしい社会人になってもらうた
めに、ロータリーの精神や活動を伝えます。

12月21日に行われた長崎国際大学ＲＡＣクリスマス例会のようす
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＊1〜2月  例会卓話者予定＊	

１月25日	 	新会員　橋詰　文雄さん
	 NTTビジネスソリューションズ㈱佐世保支店長

２月１日	 	指山　康二	様
	 ㈱指山建築ファクトリー
	 佐世保中央RCパスト会長

２月８日	 	西田　　剛	様
	 佐世保青年会議所　理事長

２月15日	 	新会員　古賀　淳二さん
	 十八銀行　執行役佐世保支店長

２月22日	 	円田　　昭パスト会長
	 第66回創立記念例会卓話

＊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7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／1月26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。

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

（今週の担当：平尾　幸一）
（カメラ担当：松尾　　貴）

■クラブ広報委員会
　　委員長　黒木　政純

【大委員長方針】
①	会員が新聞やテレビなどマスコミに取り
上げられた際にも、クラブ内でアピール
していきたいので、積極的にニコニコで
報告してください。
②	社会奉仕活動はマスコミを通じてクラブ
をPRしていきたい。
③	ホームページの活用が不十分なので、模
索していく。

◯クラブ会報･広報委員会
　（長）平尾　幸一
　（副）石田　謙二
　	委員：田中　信孝、西村　一芳
　	　　　松尾　　貴、松本　淳也
　	　　　筒井　和彦、山口　剛史

【上期事業報告】
①	佐世保ロータリークラブ会報を委員全員が
当番制で発行した。
②	佐世保ロータリークラブの活動に対し
て、各委員が積極的に参加し、会員間の
親睦を深めることができた。
③	反省点は、8月17日（第3225例会）の会報
に記載した出席率に誤りがあったことで
ある。以降、毎号、チェックを行うこと
にしている。
		（	会報で84.40％とあるが、正しくは84.42％
である。）

【下期事業計画】
①	週報に掲載された会長の笑顔の中から、
「ベスト	フォトグラフ	オブ	ザ	イヤー」
を決定し、撮影した当委員会の委員を表
彰する。これにより、各委員会が腕によ
りをかけて、素晴らしい写真を撮ること
により、会報第１面を飾ることができる
ようになる。

◯雑誌委員会
　（長）髙田　俊夫
　（副）中川　知之
　	委員：納所　佳民、上野　好章

【上期事業報告】
　今年度の雑誌委員会の時間は、8月に松本
淳也会員の「心は共に熊本地震」のテーマ
で、10月には西村一芳会員の「ロータリー
らしさ」のテーマで発表していただきまし
た。12月は星　裕さんでした。
【下期事業計画】
　上期同様、偶数月（2月、4月、6月）の雑
誌委員会の時間において、強調月間の話題
を提供していきたいと考えています。


