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「利己主義」でもなく「利他主義」でもな
く、その中庸のところに位置しています。
自分達の仕事を通じて、地域へのサービス
を提供し、その顧客より対価を頂く事で、
私達の奉仕活動は継続させることが出来ま
す。そこに、他の奉仕団体とは違うロータ
リーの職業奉仕の最大の特色があります。
　その職業奉仕の目的を果たす為には、何
が一番重要か、それは、自分たちの会社を
「存続」させる事ではないでしょうか。ある
講演会で、会社の経営目的は「存続」であ
り、その為には、経営者には、３つの仕事
があるとお話されていました。１つ目は、
その会社としての特別のサービスを創りあ
げる事です。地域に本当に必要とされるサ
ービスを創りあげる事は、ある意味職業奉
仕の真髄ではないでしょうか。２つ目は、
キャッシュフローの道筋をつける事です。企
業として適正な収益を確保しなければ、キャ
ッシュフローは生まれませんし、資金を援助
して貰う金融機関との関係も大切です。３つ
目は、社員達に、どのように夢を与えられる
かという事です。今の時代、この事は大変難
しい事に思えます。世界的な変動の中で、経
済情勢も大きく変わり、働く人たちが夢を持
って働く職場にする事は本当に大変です。し
かしながら、この様な時代でも、職業奉仕の精
神は、ロータリアンの共通の価値観であり、
また連帯感を育み、連綿と受け継がれていく
ものではないでしょうか。

以上

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。先週
に引き続き、本日もクラブ協
議会です。先週、佐世保市内
「8RC会長･幹事会」があり
ましたが、中央RCの提案で、
第5グループ武部勝海ガバナー補佐、第6グ
ループ牛島義亮ガバナー補佐と、第5･第6グ
ループの11クラブの会長･幹事が集合し、各
クラブの活動報告会が開催されました。各
クラブとも、それぞれ個性ある事業をして
おられました。佐世保南RCは、ジュニアオ
ーケストラへのユニフォーム寄贈を企画さ
れたり、松浦RCは、カヌー大会を実施され
たり、佐世保北RCは、今度の地区大会で、
佐世保高専インターアクトクラブの設立式
（認証伝達式）を開催される予定です。
　一方で、どのクラブも会員増強には苦戦
されている様子でした。会員数を伸ばして
いるのは、松浦RC29名（2名増）、佐世保北
RC43名（2名増）、佐世保東南RC28名（3名
増）、佐世保中央RC45名（5名増）と、私共佐
世保RCの5クラブです。何度も言う様で大
変恐縮ですが、新会員の情報がございまし
たら、皆様の情報提供をお願い致します。
　今月は、職業奉仕月間です。ロータリー
活動の根幹を成す、この職業奉仕ですが、
私は、この職業奉仕の最大の長所は、循環
型の永続的な奉仕活動が可能である事だと
考えています。ロータリーの職業奉仕は、
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をされ、毎日が晴れやかな日々になり「ゴル
フが上手になりたい！」と、喜びの話もして
いただきました。

■2017-2018年度幹事	 坂元　　崇
　本日、第1回期前理事会を
18:30より「かおり」で行いま
す。次年度理事･監事のみなさ
まはお間違いのないようよろし
くお願いします。又、本日は
18名中18名という事で100%出
席の予定となっておりますので、よろしくお
願い致します。

� 親睦活動委員会　河原　忠徳
○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）
　安福　竜介さん（4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）
　井口　東郎さん（14日）
　長富　正博さん（18日）
　伊藤　正和さん（23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）

	 出席・例会委員会　草津　栄良
○永年会員表彰
　井上　斉爾さん（33年）
　橘髙　克和さん（30年）
　遠田　公夫さん（30年）

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

� 幹事　松尾　文隆
１．	2016-17年度	国際ロータリー会長
	 	ジョンF.ジャーム
　�ウェブサイトデザインが一新された
　Rotary.org�のご案内

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　�「�★ハイライトよねやま202号★� 2017年1月
13日発行」が届いております。

３．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「地区大会人頭分担金」送金
のお願い
　　1月1日現在会員数×5,300円
　�（佐世保RC77名＝408,100円）

４．陸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
　機関紙「つくも」が届いております。

■ローターアクト委員会
	 委員長　大神　吉史
　明けましておめでとうござい
ます。本年もローターアクトクラ
ブへのご協力ご理解をいただき
ますよう、お願い申しあげます。
　さて、本年第1回目の例会が
先週12日に行われました。新
年早々という事で、毎年恒例の「書き初め例
会」では、アクターの仁田原会長が「就勝」
と、若々しくこれからの目標を掲げておりま
した。またロータリアンとして、古賀� �巖委
員長は「無病息災」と、昨年はいろいろとあ
ったかのような目標を掲げられ、やはり「健
康」という言葉が身にしみる状況である事を
アクターに話されておりました。
　そして、若きアクターには負けられない目
標を掲げられた玉野委員は、昨年、目の手術

幹 事 報 告

例 会 記 録

委員会報告

慶　　　祝
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　井手　孝邦さん（28年）
　下田　弥吉さん（27年）
　梅村　良輔さん（26年）
　長島　　正さん（24年）
　石井　正剛さん（24年）
　円田　　昭さん（24年）
　田中丸善弥さん（23年）

○出席100％表彰
　玉野　哲雄さん（39回）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
増本　一也会長
　先日ご案内致しました私の従兄弟の長男（松
尾亮一郎）が制作プロデューサーをしたアニメ
映画「この世界の片隅で」が、2016年公開映
画対象のキネマ旬報ベストテンで第 1位にな
りました。先日の日曜日（1月15日）には片渕監
督と一緒に舞台挨拶も出来、超満員でした。
これも「長崎新聞」や「ならでわ」に広報して頂
いたお陰です。ありがとうございました。

佐々木秀也さん、森　　信正さん
岡　　英樹さん、納所　佳民さん
　安福竜介さんの入会をお祝いして、ちょっ
と遅くなりましたがニコニコします。

佐々木秀也さん、大神　邦明さん
古賀　　巖さん、坂元　　崇さん
石井　正剛さん、黒木　政純さん
安福　竜介さん、円田　浩司さん
芹野　隆英さん、井口　東郎さん
長富　正博さん、伊藤　正和さん
　誕生祝いありがとうございました。

井上　斉爾さん、橘髙　克和さん
井手　孝邦さん、長島　　正さん

石井　正剛さん、円田　　昭さん
田中丸善弥さん
　永年会員表彰並びに出席100%表彰ありがと
うございます。

■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（上期事業まで）
　�委員：河原　忠徳、吉田　英樹
　�　　　松本　淳也、長浜　陽介
　�　　　上野　好章、星　　　裕
　�　　　西田　勝彦、廣瀬　章博
　�　　　德川　晃尚、前田　恭宏
　�　　　草津　栄良、木下　貴夫
　�　　　井口　東郎、伊藤　正和
　�　　　古賀　淳二、橋詰　文雄
　�　　　高畑　和憲、安福　竜介

【上期事業報告】
◦各懇親会の企画･運営
　平成28年7月2日
　　役員交代式記念懇親会
　　玉屋8･7階文化ホール
　平成28年9月14日
　　観月例会　富士国際ホテル
　平成28年11月16日
　　新会員歓迎懇親会　レオプラザホテル
　平成28年12月17日
　　忘年家族会　玉屋7階文化ホール
◦事業の方針、目的、内容等
　◦�クラブ会員間の相互理解と友情を深める
為、クラブ奉仕の重要性を認識し、
SAA、出席委員会、そして奉仕部門の各
委員会と協力体制をとって充実した例会
運営のお手伝いを目指して活動してまい
りました。

クラブ協議会クラブ協議会

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計�　24,000 円

� 累　　計� 628,000 円

◇
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　◦�例会、親睦会を通じて、会員相互の親
睦、家族間の交流がより活発になるよう
企画実践を進めております。

◦活動内容
　◦�例会･親睦会においてビジターの受付案内
を実施

　◦�ニコニコボックスの受付･発表、慶祝の発
表（誕生祝･結婚祝）

　◦緊急連絡網の作成･運用
　◦�例会において唱歌（月に1回）
　　ソングリーダー�井手孝邦さん

【下期事業計画】
◦各懇親会の企画･運営
　平成29年1月25日
　　長寿祈願祭･祝賀会
　　亀山八幡宮･玉屋文化ホール
　平成29年4月5日
　　観桜例会　ホテルオークラJRハウステンボス
◦事業の方針、目的、内容等
　◦�クラブ会員間の相互理解と友情を深める

為、クラブ奉仕の重要性を認識し、SAA、
出席・例会委員会、そして奉仕部門の各委
員会と協力体制をとって充実した例会運
営のお手伝いを目指して活動してまいり
ます。

　◦�例会、親睦会を通じて、会員相互の親
睦、家族間の交流がより活発になるよう
企画実践を進めていきます。

◦活動内容
　◦�例会･親睦会においてビジターの受付案内
　◦�ニコニコボックスの受付･発表、慶祝の発

表（誕生祝･結婚祝）
　◦�緊急連絡網の作成･運用
　◦�例会において唱歌（月に1回）
　　ソングリーダー�井手孝邦さん

○出席･例会委員会
　（長）坂本　　敏
　（副）西村　一芳
　�委員：米倉洋一郎、古賀　久貴
　�　　　星　　　裕、西田　勝彦
　�　　　德川　晃尚、前田　恭宏
　�　　　草津　栄良、木下　貴夫
　�　　　井口　東郎、伊藤　正和
　�　　　古賀　淳二、橋詰　文雄
　�　　　高畑　和憲、安福　竜介

【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す。
②�例会での出席者を確認し、出席状況を記録
し、ボードに掲示しました。
③�第3例会時に永年表彰及び出席100%表彰、
第4例会時に唱歌を実施いたしました。
④�例会時の食事のメニューを工夫いたしまし
た。
⑤�8月31日の例会において、出席率91%と初め
て90％以上を記録しました。会員数77人中
70人の出席でした。

【下期事業計画】
①�年間計画通りに進めるため、さらに委員会
活動に努めます。
②�創立記念日例会には100％出席を目指します。

○プログラム委員会
　（長）圡井　弘志
　（副）遠田　公夫
　�委員：橘髙　克和、石田　謙二

【上期事業報告】
　例会の中で、外部講師およびロータリー会員
による会員卓話を実施運営しています。上期実
績として外部より13名、会員、新会員7名、合
計20名の卓話を行いました。経済、文化、職
業、医療と会員の知識情報の一つとしてその分
野の専門家にお話をしていただき、有意義な情
報提供の場となったものと感じております。当
初の委員メンバーが異動により3名減となり卓
話者選定に苦労をしましたが、会長をはじめ会
員の皆様の協力もあり、欠員を出すことなく運
営出来ましたこと感謝いたします。

【下期事業計画】
①�佐世保ロータリークラブの基本方針に基づき
会員に有意義な卓話を実施します。
②�会員による卓話により相互の理解、親睦に
つながるような運営を目指します。
③�外部講師の選出には、地域、経済、文化、
自然、社会など、各分野の専門家、積極的
な活動を行っている人物の人選に努め、会
員に充実した情報提供が出来る内容として
いきます。
　上期に引き続き年度方針に基づいた卓話者
の人選、調整を行っていきます。
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■会員増強委員会
　委員長 加納洋二郎 代理
　　	　納所　佳民

○会員増強･職業分類委員会
　（長）納所　佳民
　（副）吉田　英樹
　�委員：池田　　豊、中島　祥一
　�　　　長島　　正

【上期事業報告】
　当クラブの100周年に向けて100名体制の構
築の計画において、本年度は純増6名の80名の
会員増強を目指しております。
　上期は下記の様に増減がありました。期首74
名、入会5名、退会2名、現在77名（2016年12月末）
◦入会者
　2016年7月6日　井口　東郎
　　佐世保共済病院�院長　内科医
　2016年7月6日　伊藤　正和
　　日本生命保険相互会社�担当支社長　生命保険
　2016年8月3日　古賀　淳二
　　㈱十八銀行�佐世保支店�執行役員支店長　商業銀行
　2016年8月17日　橋詰　文雄
　　NTTビジネスソリューションズ㈱佐世保支店長　電話事業
　2016年9月14日　高畑　和憲
　　㈱商工組合中央金庫�佐世保支店�支店長　中央金庫
◦退会者
　2016年7月30日　田口　恵介
　　㈱商工組合中央金庫�佐世保支店�支店長　中央金庫
　2016年12月末　髙瀨　宏滋
　　㈱髙瀨商事�代表取締役専務　レストラン

【下期事業計画】
　当委員会の本年度の目標は、純増6名の80名
の体制にする事であります。下期は1月に1名
入会され、78名で推移しております。80名体
制になる為に増強に励みます。
◦入会者
　2017年1月11日　安福　竜介
　　㈱中央館チェーン　代表取締役

○ロータリー情報･文献記録委員会
　（長）石井　正剛
　（副）松本　英介
　�委員：下田　弥吉、筒井　和彦

【上期事業報告】
◦�奇数月例会においてロータリー3分間情報を
担当
　　7月�石井　正剛、9月�松本　英介
　　11月�下田　弥吉
◦新会員に対するオリエンテーションを実施
　　7月20日㈬　古賀　淳二�会員
　　7月27日㈬　橋詰　文雄�会員
　　8月31日㈬　高畑　和憲�会員
　　12月7日㈬　安福　竜介�会員
◦新会員研修会を担当
　　日時：11月16日(水)14:00〜18:30
　　場所：レオプラザホテル佐世保
　　講師：�芹野�隆英会員、遠田�公夫会員、

黒木�政純会員
　　参加：新会員19名

【下期事業計画】
①�新会員候補者に対するオリエンテーションを
随時行う。
②�本年度より改訂の定款並びに細則に関する
見直しを行い、理事会に提出する。
③�奇数月例会においてロータリー3分間情報を
担当する。

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

■ロータリー財団委員会
　委員長 川口博樹 代理
　　	　坂元　　崇

○補助金委員会
　（長）長富　正博　　（副）坂元　　崇
　�委員：佐々木秀也、岡　　英樹
　

【上期事業報告】
　2016年10月22日㈯、児童養護施設への人道
支援の一環として、「児童養護施設との稲刈り
体験交流〜愛のお米1,000kg贈呈」事業を開催
いたしました。東彼杵郡東彼杵町で農業を営
まれている佐世保RCの元米山奨学生の官家
興氏のご協力で事業を行うことが出来まし
た。官さんには、大変感謝いたします。
　その日は生憎の天候で、児童養護施設の子
供達が楽しみにしていた稲刈り体験は中止と
なりましたが、田んぼの近くにあるコミュニ
ティセンターで「愛のお米1,000kg贈呈」の式
典を行い、雨の為、コミュニティセンター前に
朝からテントを張り、そこで料理を作りなが
らのバーベキューとなりました。さすがに大
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【下期事業計画】
　下期は、其々の目標額を達成すべく、寄付
の呼びかけを行ってまいります。
①�ポリオプラス　残343ドル
②年次基金　残1,000ドル
③R財団友の会　3名目標
④米山奨学寄付　残31,000円

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

■会計
　　井手　孝邦

　上期収支決算報告
　��（別途資料配布）

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：石田　謙二）
（カメラ担当：西村　一芳）

量のお肉があっという間になくなりました。
また、この土地でとれたお米を炊いて、おに
ぎりにしておいしく頂きました。食事の合間
に、長崎国際大学RACによる「お米ができる
まで」と題したスライド上映を行い、食事終
了後はレクリエーションなど、みんなで楽しく
交流を深めることができました。参加者は、
若竹の家から25名、清風園から24名、長崎国
際大学RACから6名、西海学園IACから7名、
農業支援者(官さん)2名、佐世保RCより13
名、総勢77名の出席を頂きました。ご支援、
ご協力大変有り難うございました。また、バ
ーベキュー食材関係をお安く提供いただきま
したロータリアンの方々、大変有り難うござ
いました。子供達は大喜びでした。感謝を言
い尽くせませんが、子供達にとっても、私た
ちにとりましても、大変有意義な事業ではな
かったかと思います。
　また、各報道機関の方々に取材をしていた
だき有り難うございました。

【下期事業計画】
　2016年度上期に、「児童養護施設との稲刈
り体験交流〜愛のお米1,000kg贈呈」を実施し
ましたが、天候不良により稲刈り体験ができ
ませんでした。下期にも、官氏にご協力を仰
ぎ、田植えの体験交流ができればと考えてい
ます。

○資金推進･財団･米山委員会
　（長）芹野　隆英　　（副）吉澤　俊介
　�委員：田中丸善保
　

【上期事業報告】
①�10月30日　地区ロータリー財団セミナー
（仕事の都合で欠席）資料等受け取る。
②�11月16日　新会員研修にて講師となり、ロ
ータリー財団や基金、米山記念奨学会等に
ついて卓話を行う。
③ポリオプラス　1,657ドル
　年次基金　2,000ドル
　R財団友の会会員　0ドル
　米山奨学寄付　149,000円

＊2月  例会卓話者予定＊�

２月１日� �指山　康二�様
� ㈱指山建築ファクトリー　代表取締役
� 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。


