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	 会長　増本　一也
　本日をもって、今年度、最
後の例会となります。ようや
く、最後です。先週の例会か
ら、この日が来るのを私は心
待ちにしておりました。先週
からですから、一日千秋の思
いで … !?。
　この１年間、皆様には、大変お世話にな
りました。その感謝の印として、私のお気
に入りの一つ、相浦にあるアップル（パン屋）
のシュークリームを皆さんにご用意させて頂
きました。弊社のドトールアイスコーヒーと
ともにご賞味ください。
　先週の22日㈭、佐世保RCの親クラブであ
る長崎RCの例会に出席して参りました。長
崎RCは、今年度で創立80周年目を迎えられ
ました。昭和11年10月6日に20名のチャータ
ーメンバーで誕生、現在82名の会員がおら
れる名門クラブです。80年の歴史の中で特
筆されるのは、戦時中も「木曜会」と名を
変え、例会を続けられていたことです。認
証番号は、4056号、歴史と伝統そして格式
を感じる長崎RCでした。私は、たまたま、
グッドタイミングで例会に出席した様で、
この日、創立80周年の記念誌を会員の皆さ
んに配布されていましたので、お願いして
その記念誌を１冊貰って帰ってきました。
親クラブのこれまでの歴史の歩みを知るに
は良い資料ですので、この後、皆様にも回

覧させて頂きます。
　そして、先週の水曜日の例会の夜、役員
交代式記念の「囲碁･将棋大会」が実施され
ました。偶然にも、その日は、今話題の14
歳の中学生将棋棋士 藤井聡太四段の28連勝
の報道があった日でした。NHKの速報でも
流された様ですが、26日㈪には、29連勝と
いう新記録も達成し、その達成の瞬間は、
NHKのニュース番組でもライブで報道され
ました。将棋界も、この前まで暗いニュー
スが続いておりましたが、新しいヒーロー
の誕生で、流れが一変したようです。若い
人の活躍は、時代の流れを大きく変えてく
れます。佐世保RCも次年度は、若い理事の
方が中心ですので、理事に任命された方々
には、佐世保RCの未来を切り拓く活躍を期
待しております。
　本日は、最終例会ということもあって、
この後、入会式や優秀カメラマン賞（会報委
員会）の発表、歌の時間、そしてクラブ協議
会と盛りだくさんの内容が続きます。最後
まで皆さんに例会を楽しんで頂ければ幸い
です。
　皆様、１年間どうもありがとうございまし
た。

○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
　佐世保南RC 國㟢　忠臣さん
 西沢　雅幸さん
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６．西海学園高等学校	 校長　森　由刈	様
　 第55回西海珠算選手権大会終了について
（お礼）

クラブ会報･広報委員会	 委員長		平尾　幸一
■受賞作品発表
①�The�Photograph�of�The�
　Year�賞
　受賞者：松本淳也 会員
　 受賞理由：増本会長らしさ

を表現（3月22日週報掲載）。

②The�Snap-photo�of�The�Year�賞
　受賞者：西村一芳 会員
　 受賞理由：天井の蛍光灯を串に見立てた類

い稀なセンス、カメラワーク（1月25日長寿
祝賀会より）。

	 次年度幹事　坂元　　崇
2017-2018年度�連絡事項
　いよいよ2017-2018年度が
始まります。7月1日18:30より
役員交代式及び懇親会（19:00
〜）が玉屋7･8階で開催されま
す。出欠の方は現在確定して
いますが、もし、欠席等変更がございました
ら、事務局へご連絡をいただきます様、よろ
しくお願い致します。
　尚、7月5日㈬は、第１回理事会が11:00〜
より玉昇庵で行われます。お間違いのない様
お願いします。また、7月5日㈬ 第１回目の
例会はガバナー補佐訪問例会となっており、

■赤木　征二さん
　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　代表取締役社長
　推薦者：福田　金治 会員
　　　　　（カウンセラー）
　　　　　橘髙　克和 会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　この度、松本の後任として、ホテルオーク
ラJRハウステンボスに参りました赤木と申し
ます。歴史ある佐世保ロータリークラブの一
員として、皆さまに認めて頂き、ありがとう
ございます。佐世保ロータリークラブのメン
バーとして、精一杯頑張りますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
　長崎県諫早市の出身で、高校まで諫早で暮
らしておりました。地元のために仕事を通じ
て、少しでも貢献できたらと思っています。
皆さまのご指導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	データ業務部
	 　ケネス	A.	ライトさん
　 6月30日までに、クラブ会員と次期役員の

情報を更新のお願い

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年7月のロータリーレートは、
　1ドル＝111円です。（現行＝110円）

３．2017-2018年度	ガバナー事務所
　	　第14回日韓親善委員会	委員長	市川伊三夫
	 （2005-06年度 第2750地区ガバナー）
　第14回 韓日親善会議のお誘い
　　日　時／2017年9月23日㈯  13時〜
　　会　場／グランドハイアットソウル
　　登録料／16,000円（晩餐会を含む）
　　締切日／ 7月31日㈪ 各地区ガバナー事務所へ

４．大村ロータリークラブ
　「週報No.38〜41」が届いております。

５．佐世保市長	 朝長　則男	様
　「 空き缶回収キャンペーン」へのお礼状が

届いております。

委員会報告

幹 事 報 告

受賞作品 表彰式（代理：赤木征二会員）

受賞作品 表彰式

次年度報告

入　会　式
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クラブ協議会が行われます。全ての委員会を
１日で行う予定です。各理事の皆様は、ご準
備の方、よろしくお願い致します。

 親睦活動委員会　草津　栄良
○結婚記念月のお祝い
　森　　信正・佳崇子さん ご夫妻（15日）
　富永　雅弘・美智子さん ご夫妻（18日）
　高畑　和憲・昌代さん　 ご夫妻（24日）

○ホームクラブ出席100％
　髙田　俊夫さん、米倉洋一郎さん
　松尾　文隆さん

	 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕
佐世保南RCパスト会長　國㟢　忠臣さん
　メークアップに来ました國㟢です。増本一
也会長、松尾文隆幹事、お疲れ様でした。
　ロータリーの本道を勉強に来ました。よろ
しくお願いします。

佐世保南RC会長　西沢　雅幸さん
　増本会長、１年間ご苦労さまでした！

梅村　良輔さん
　佐世保南RC会長 西沢雅幸さん、１年間お
疲れさまでした。

増本　一也	会長、松尾　文隆	幹事
大久保利博	副幹事、円田　昭	副会長
有薗　良太	大委員長
　お陰様で無事１年間、任期を全うする事が
出来ました。皆様のご協力に感謝してニコニ
コします。

田中丸善弥さん、梅村　良輔さん
吉澤　俊介さん
　増本会長、１年間本当にご苦労様でした。
あっという間でしたね。松尾幹事、大久保副
幹事もしっかりと支えてくださいました。皆
様本当に大変でした。ご苦労様でした。

増本　一也	会長、松尾　文隆	幹事
大久保利博	副幹事
　新会員 赤木征二さんの入会を歓迎して、
ニコニコします。

石田　謙二さん
　赤木征二さんの入会を歓迎します。

囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一さん
　6月21日㈬、2016-2017年度 役員交代式記
念囲碁･将棋大会に、11名の方にご参加いた
だき、盛会のうちに終了しました。成績発表
は7月1日の交代式で行います。皆様のご協
力、ありがとうございました。

クラブ会報･広報委員会
委員長　　　平尾　幸一さん
同副委員長　石田　謙二さん
　１年間、無事、週報を発行することができ
ました。委員会の皆さん、クラブ会員の皆さ
ん、中村徳裕さん、事務局の山田たか子さ
ん、SK-iの方々に感謝申しあげます。

岡　　英樹さん
　6月の誕生祝いありがとうございました。
年齢78歳、ロータリークラブ在籍年数39年。
人生の半分をロータリーで過ごしたことにな
ります。今後ともよろしくお願い致します。

富永　雅弘さん、高畑　和憲さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

慶　　　祝

ニコニコボックス
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親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん
　皆様、 １年間、親睦活動委員会の各事業、
そしてニコニコボックスに多大なるご協力を
いただきまして、おかげさまで本年度ニコニ
コボックスに年間通算1,206,000円を計上で
きました！本当にありがとうございました。

	 ソングリーダー　井手　孝邦

「野なかの薔薇（野ばら）」合唱

ゲーテが22歳の時に書いた詩。日本では近藤朔風に
よって訳されたものとしてよく知られています。
この詩には70人もの人が曲をつけているといわれ、
中でもシューベルトとウェルナーの２曲が有名です。
前者はリズミックな歌曲風、後者は牧歌的な民謡風
の味があるといわれています。

　本日をもちまして、ソングリーダーを退任し、
次回より黒木政純さんが引き継がれます。
　長い間、ご協力ありがとうございました。

◎委員会活動報告
　詳細は、次年度の「クラブ現況、活動計画お
よび報告書」をご覧ください。

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

■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

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

（今週の担当：西村　一芳）
（カメラ担当：石田　謙二）

◯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

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

■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

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

■ロータリー財団委員会
　　委員長　川口　博樹

◯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）吉澤　俊介

＊7月  例会卓話者予定＊
７月12日   第2740地区 駒井英基ガバナー公式訪問

７月19日  会員卓話
 　直前幹事　　　松尾　文隆さん

７月26日  長崎県プロフェッショナル人材戦略
拠点「プロナ」

 　マネージャー　渋谷　　厚 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／7月4日(火）定期考査の為、
　　　7月11日㈫　16:30〜　に変更
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13日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 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。

クラブ協議会クラブ協議会

◇

ニコニコボックス 合　　計 22,000円
5/31 テーブルBOX 合　　計 45,000円
 本日合計 67,000円

 累　　計 1,206,000円

歌の時間



2017〜2018年度　役員交代式 とき／平成29年7月1日㈯　ところ／佐世保玉屋8階文化ホール

2017〜2018年度　記念懇親会 とき／平成29年7月1日㈯　ところ／佐世保玉屋7階文化ホール

2016〜2017年度
会長挨拶

増本 一也さん

司会
会場監督

米倉洋一郎さん

閉式の辞
2017〜18年度 副会長
中村 徳裕さん

開式の辞
2016〜17年度 副会長
円田 浩司さん

2017〜2018年度
会長挨拶

富永 雅弘さん
前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈

「お疲れ様でした」

新役員、理事並びに監事紹介

司会
親睦活動委員会

坂本 　敏さん
廣瀬 章博さん

新会長挨拶
富永 雅弘さん

乾杯
名誉会員

米海軍佐世保基地司令官
マシューD. オヴィアス様

余 興
ヴァイオリン：西尾麻衣子さん
ドラム＆パーカッション：尾池善充さん
ピアノ：大川千瑞さん

会長バッヂ伝達

役員交代式記念
ゴルフ大会表彰

役員交代式記念
囲碁・将棋大会表彰

万歳三唱
名誉会員

陸上自衛隊西部方面混成団長
兼 相浦駐屯地司令

中澤　剛 様

ソングリーダー
髙田 俊夫さん 「手に手つないで」

ご挨拶
名誉会員

佐世保市長
朝長 則男 様


