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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）

会　長：富永　雅弘　　　幹　事：坂元　　崇
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

◦新会員の委員会配属について
　赤木　征二会員：
　親睦活動委員会並びにローターアクト委員会
◦ガバナー公式訪問について
　（7月12日㈬　佐世保玉屋例会場）
◦インターアクト年次大会
　（平成29年7月29日㈯　有田ポーセリンパーク）
　�参加予定者：西海学園インターアクトクラブ顧問、
ロータリークラブ�インターアクト・青少年活動委員会
◦ビーチクリーンアップ
　（平成29年7月17日（月・祝）　鹿子前パールシー周辺）
◦8月例会プログラムについて
◦初盆を迎えられる会員について
◦事務局盆休みについて：8月14日㈪から16日㈬

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
　第2740地区�第5グループ�ガバナー補佐
　　� 岩崎　邦臣さん
○ビジター
　佐世保南RC� 馬郡　謙一さん
　佐世保西RC� 会長　吉武　直亮さん
� 幹事　樋口　聡子さん
　佐世保中央RC� 会長　岩政　　孝さん
� 幹事　川島　千鶴さん

� 幹事　坂元　　崇
１．第2740地区2016-17年度
	 ガバナー　	㟢永　　剛さん
	 地区幹事　	小林　純一さん
	 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（お礼）
　�8月中旬まで当事務所（7月1日より直前ガバ
ナー事務所）にて残務処理

	 会長　富永　雅弘
　先日の役員交代式は、皆様の
ご協力により無事に終えること
ができました。改めて会長とし
て責務の重要さを感じていると
ころです。本年は、偶然にもロ
ータリーの年度初めの7月1日が
役員交代式となりました。ロー
タリーの年度は毎年7月1日から6月30日となっ
ています。わが国では、会計年度は4月から、
同じく学校年度も4月からとなっていますが、
アメリカでは会計年度は10月、学校年度は9月
からであり、ヨーロッパや中国では会計年度は
1月、学校年度は9月からとなっています。
　ロータリーではなぜ7月から年度が始まるか
というと、ロータリーの第1回大会が1910年8月
17日に行われ、その翌日の8月18日を年度開始
とし、以降大会の翌日を年度開始の日としてい
たのを、1912年会計報告の技術的な理由で、6
月30日を会計の締めと定めたことから、1913年
以降、7月1日から6月30日がロータリーの年度
となったとされています。
　本日は佐世保ロータリークラブの年度初めの
第1回例会です。1年間、副会長、幹事、副幹事
ともどもクラブの運営に励みますので、何卒よ
ろしくお願いいたします。
　次に、第1回理事会の報告をいたします。
　期前理事会で承認しておりました、各事項に
ついて理事会で議決しました。
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2017-2018年度　国際ロータリー
第2740地区 第５グループ

岩崎邦臣ガバナー補佐訪問例会

富永  新体制スタート!!会
長
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■親睦活動委員会	 委員長　坂本　　敏
　先日、役員交代式、記念懇親
会に多数ご参加いただきありが
とうございます。司会が、陸自
団長の役職名を間違えたのが、
反省する点でした。申し訳ござ
いません。話は変わりますが、
各テーブルにニコニコの箱を置かせていただい
ております。富永会長の新しい門出を祈念し、
ニコニコお願いしたいと思います。

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
「ビーチクリーンアップ」のお知らせ
　日時／平成29年7月17日（月･祝）
　　　　9:00～��雨天決行･荒天中止
　場所／鹿子前地区
　集合場所／鹿子前公園内
　集合時間／8:30

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
第2740地区	第5グループガバナー補佐
岩崎　邦臣さん（佐世保西RC）
　ガバナー補佐として2回目の訪問です。本日
は、貴クラブのクラブ協議会に出席致します。
宜しくお願い申しあげます。
　
佐世保西RC	 吉武　直亮会長、樋口　聡子幹事
　本日は、岩崎ガバナー補佐とともに、ご挨拶
に参りました。増本会長、松尾幹事、１年間大
変お疲れさまでした。富永会長、坂元幹事、１
年間ともに頑張りましょう。どうぞよろしくお
願いいたします。
　
佐世保中央RC	岩政　	孝会長、川島　千鶴幹事
　前年度、増本会長、松尾幹事、１年間お疲れ
様でした。また、新年度、富永会長、坂元幹
事、１年間どうぞよろしくお願い致します。
　また、福田ガバナーエレクト、増本地区幹事に
おかれましては、お身体大切に、１年間頑張ら
れてください。佐世保ロータリークラブの皆様、
本日お世話になります。
　
佐世保南RC　馬郡　謙一さん
　増本前会長、１年間お疲れ様でした。富永会
長、中村副会長、坂元幹事の１年間のご活躍を
祈念申し上げます。
　
富永　雅弘会長、中村　徳裕副会長
坂元　　崇幹事、池田　真秀副幹事

２．第2740地区ガバナーエレクト	福田　金治さん
　	2017-2018年度ガバナーエレクト事務所開設の
お知らせ
　執務時間／9:00～17:00（土･日･祝日は休み）
　　（7月～8月は不定期、9月1日以降は常勤）
　所在地／〒857-0055�佐世保市湊町2-8��石井ビル5F
　TEL�0956-37-2740　FAX�0956-37-2741
　Email：ri2740sasebo@eagle.ocn.ne.jp
　事務局員／豊村みどり

３．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　インターアクト委員長	 松田　洋一さん
　　ホストクラブ会長エレクト	 福田　雅信さん

（有田RC）
　�2017-2018年度�インターアクト年次大会のご案内
　　期　日／平成29年7月29日㈯
　　会　場／有田ポーセリンパーク
　　　　　　（開･閉会式、分科会）
　　登録料／ロータリアン　　　　　　　　�　
　　　　　　（1名につき）10,000円
　　　　　　インターアクトクラブ顧問教師
　　　　　　（1名につき）5,000円
　　　　　　インターアクター
　　　　　　（1名につき）5,000円
　　　　　　提唱クラブ協力金
　　　　　　（1クラブにつき）70,000円
　　登録料振込締切日／平成29年7月21日㈮
　＊�インターアクトクラブの生徒、顧問教師の方
は出来るだけ全員参加をお願い致します。

４．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　地区会計長	 園田　嘉生さん
　�2017-18年度地区資金（前期分）送金のお願い
　　送金期限：2017年7月24日㈪

５．地区クラブ奉仕統括委員長	 髙木　義和さん
　　会員増強委員長	 佐藤　　豊さん
　　IT公共イメージ向上委員長	 久保　泰正さん
　　クラブ管理運営委員長	 竹田　健介さん
　�地区クラブ奉仕戦略計画研修セミナー開催の
ご案内
　　日時／2017年8月6日㈰
　　　　　13:00開会～17:00閉会
　　会場／東彼杵町教育センター
　　　　　大ホール･研修室･大会議室
　　�該当出席者／
　　　（講師）第3ゾーンRPIC�横山　守雄様
　�　　�クラブ会長、クラブ奉仕委員長、IT公共

イメージ向上委員長または準ずる委員長、
会員増強委員長、幹事または事務局員

　ご質疑は、7月28日㈮まで

６．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

ニコニコボックス

委員会報告
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　本日より１年間、どうぞよろしくお願い致し
ます。
　
福田　金治さん
　第2740地区第5グループガバナー補佐（佐世保
西RC）岩崎邦臣さんのご来訪を歓迎してニコニ
コします。
　
富永　雅弘会長、中村　徳裕副会長
坂元　　崇幹事、池田　真秀副幹事
橘髙　克和さん、玉野　哲雄さん
　岩崎ガバナー補佐のご来訪を歓迎してニコニ
コ致します。
　
SAA　米倉洋一郎さん
クラブ奉仕･管理運営委員会委員長　円田　浩司さん
出席･例会委員会	委員長　平尾　幸一さん
親睦活動委員会	委員長　坂本　　敏さん
　先日行われた役員交代式、記念懇親会に多数
のご参加ありがとうございました。
　
松尾　慶一さん（1位）、安部　直樹さん（2位）
大神　邦明さん（3位）
　役員交代式記念コンペにて、入賞することが
できましたのでニコニコさせていただきます。
　
平尾　幸一さん
　2017-2018年度役員交代式記念囲碁大会で優
勝しましたので、ニコニコします。
　
井上　斉爾さん
　2017-2018年度役員交代式記念将棋大会ご参
加ありがとうございました。囲碁もよろしく。
　
円田　　昭さん
　富永新会長、１年間がんばってください。応
援しています。
　
クラブ会報･広報委員会
筒井　和彦さん、德川　晃尚さん
　１年間、会報を滞りなく発行するよう努力い
たします。皆様、ご指導･ご助言のほど、よろし
くお願い申しあげます。
　
赤木　征二さん
　新体制の役員の皆さま、１年間よろしくお願
いします。

■2017-18年度	会長　富永　雅弘
　本日は、岩崎邦臣第5グループ
ガバナー補佐をお迎えしてのク
ラブ協議会です。1回で全ての協
議事項の発表となります。
　協議会の後にガバナー補佐か
らの講評があります。時間的にあまり余裕があ
りませんが、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　円田　浩司

◯親睦活動委員会
　（長）坂本　　敏　（副）廣瀬　章博
◯出席･例会委員会
　（長）平尾　幸一　（副）草津　栄良
◯プログラム委員会
　（長）松尾　　貴　（副）大久保利博

以下P24をご参照ください。
-------------------------------------------------------------

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　大神　吉史

◯職業奉仕委員会
　（長）川口　博樹　（副）中川　知之
◯社会奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）木下　貴夫
◯国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　（長）加納洋二郎　（副）松尾　文隆

以下P26をご参照ください。
-------------------------------------------------------------

■青少年奉仕委員会
　　委員長　西村　一芳

◯ローターアクト委員会
　（長）木村　公康　（副）長浜　陽介
◯インターアクト・青少年活動委員会
　（長）有薗　良太　（副）田中　信孝

以下P27をご参照ください。
-------------------------------------------------------------

■会員増強委員会
　　委員長　納所　佳民

◯会員増強・職業分類委員会
　（長）古賀　久貴　（副）高畑　和憲

◇

ニコニコボックス� 合　　計� 34,000円
テーブルBOX� 合　　計� 48,000円
� 本日合計� 82,000円

� 累　　計� 82,000円

クラブ協議会クラブ協議会
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◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）大神　邦明　（副）前田　恭宏

以下P28をご参照ください。
-------------------------------------------------------------

■クラブ広報委員会
　　委員長　吉田　英樹

◯クラブ会報・広報委員会
　（長）筒井　和彦　（副）德川　晃尚

◯雑誌委員会
　（長）石田　謙二　（副）河原　忠徳

以下P30をご参照ください。
-------------------------------------------------------------

■ロータリー財団委員会
　　委員長　芹野　隆英

◯補助金委員会
　（長）黒木　政純　（副）石井　正剛

◯資金推進・財団・米山委員会
　（長）菅沼宏比古　（副）西田　勝彦

以下P31をご参照ください。
-------------------------------------------------------------

■2017-2018年度　収支予算
　　会計　井手　孝邦

以下P32をご参照ください。

第2740地区第５グループ
ガバナー補佐
　　岩崎　邦臣さん

　本日はクラブ協議会に出席さ
せていただき、ありがとうござ
います。
　2017～2018年度の駒井カバナーの計画・方
針につきましては、お手元の資料の中に記載
して頂いております。
　これまで、RIが言われたことは目標として
守らなければいけないものと考え、やってま
いりましたが、駒井ガバナーはクラブで方針
を決めてその通りやればいいのだということ
もおっしゃってくださっているところです。

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：德川　晃尚）

　その中でも、やはり会員増強がクラブの運
営では重要になるのではないかと思います。
　但し、これは単なる増強にとどまらず、そ
の質が問われるものでもあります。
　私が佐世保西RCの会長を務めさせていただ
いた時には、68名の会員がいらっしゃいまし
たが、それぞれのご事情で入退会があり、純
増は2～3名ではなかったかと思います。
　特に、せっかく入会されても3年未満で退
会されるなどのケースがありましたが、3年
くらいではロータリーの良さが分かるはずも
なく、残念なことでございました。
　佐世保西RCでも入会された後のフォローが
不足していたものと考え、「フォローアップ委
員会」を立ち上げまして対応しているところ
です。
　佐世保RCにおかれましても、この点に留意
されて活動して頂ければと思います。

＊7月  例会卓話者予定＊

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18日㈫　17:00～　
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。

ガバナー補佐講評


