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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）
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Club of Sasebo

「生ける犬は、死せる獅子にまさる」とい
って「死んでしまっては何にもならない、
生きていれば役に立つ」ことのたとえに出
てきます。「犬も歩けば棒に当たる」は
「でしゃばると思わぬ災難にあう」という
戒めですが、転じて「じっとしていないで
何かをやってみれば思わぬ幸運に巡り合
う」というたとえにも使われます。
　占いやことわざはそれなりに意味合いは
あるとは思いますが、先ずは自身がどう行
動するかが大切だと考えます。「天は自ら助
くる者を助く」とは、「努力する人は必ずや
報われる」ということですが、ロータリー
でも「He profits most who serves best」
という言葉があります。自分自身が前向き
に努力を続けることが大切なのは、いつの
時代でも共通する真理だと考えます。「犬が
西向きゃ尾は東」当然至極のことと思いま
す。皆さんの平成30年･2018年が良い年にな
りますように祈念申し上げます。

〔理事会報告〕
１． 新会員の入会並びに委員会配属について

【承認】
　　谷川　辰巳さん
　　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　　出席･例会委員会
２．忘年家族会決算について【承認】
３．上期決算について【承認】
４．２月例会プログラムについて【承認】
５． 名誉会員 海上自衛隊佐世保地方総監
　　 佐藤　誠様 退官の為、後任の総監
　　菊地　聡様（56歳）を推戴する。【承認】

	 会長　富永　雅弘
　新年おめでとうございま
す。本年も、佐世保ロータリ
ークラブの活動にご指導、ご
協力をよろしくお願いいたし
ます。
　年末、年始は天候も良く皆様も穏やかな
正月を迎えられた事と存じます。本年の干
支は戌年です。干支はそもそもは、年月・時
刻・方位などを表すもので、十干と十二支を
組み合わせたものです。この10と12の組み
合わせで干支を表します。甲子（きのえ
ね）、乙丑（きのとうし）、丙寅（ひのえとら）
などです。10と12の最小公倍数の60で一回
り、360度となります。
　戌年にも甲戌（きのえいぬ）、丙戌（ひのえ
いぬ）、戊戌（つちのえいぬ）、庚戌（かのえ
いぬ）、壬戌（みずのえいぬ）の5種類があ
り、今年は戊戌（つちのえいぬ）にあたりま
す。陰陽五行説では戊と戌との関係は「比
和」の関係とされています。これは、「同じ
気が重なるとその気は盛んになる。その結
果が良い場合にはますます良く、悪い場合
にはますます悪くなる。」となるようです。
努力を続ければどんどん良くなり、怠れば
どんどん悪くなるという事でしょうか。
　ことわざでも犬にまつわるものも多くあ
ります。インドでは「象の背中で犬に咬ま
れる」といって、「安全と思っているところ
でも災難はいつやってくるかも知れない」
ということわざがあります。ドイツでは
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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（後期分）送金のお願い

５．	RI2740地区IT公共イメージ向上委員会
	 委員長　久保　泰正さん
　新年の挨拶及び委員会活動へのお礼

６．佐世保北RC	 幹事　渡会　祐二さん
　　事務局･例会場 移転のお知らせ
　　【事務局移転先】平成30年1月1日より
　　〒857-0874 佐世保市京坪町2-3 Nビル3階
　　※ 電話、FAX、メールアドレスの変更は

ございません。
　　【例会場移転先】平成30年1月1日より
　　〒857-0872 佐世保市上京町3-2
　　　　　　　 セントラルホテル佐世保
　　電話 0956-25-0001 FAX 0956-22-8435

７．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
　　佐世保南RC	実行委員長　小川　　信さん
	 競技委員長　中村　文昭さん
　第46回佐世保市内８RC親睦ゴルフ大会
　競技委員･担当幹事会議のご案内
　　日時／2018年2月2日㈮　13：45〜
　　会場／JAさせぼホール 7F クリスタルルーム

８．地区ローターアクト委員長
	 松尾　慶一さん
　　地区ローターアクト代表	峯　　将洋さん
　　（ホストクラブ）唐津東RAC
	 			IM実行委員長　瀧浪　孝憲さん
　 ローターアクト地区行事「インターシティ

ミーティング」のご案内
　　日時／2018年1月20日㈯
　　　　　12:30〜受付　13:00 開会式
　　会場／相知交流文化センター（唐津市）
　　登録料／RC 2,000円、RAC 1,000円

９．海上自衛隊佐世保地方総監部
　2018年カレンダーが届いております。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

■谷川　辰巳さん
　㈱イーグル警備保障
　代表取締役社長
　推薦者：池田　　豊 会員
　　　　　円田　　昭 会員
　　　　　（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　新会員の谷川と申します。まだ、右も左
も解らない状況ですが、早く皆様のお役に
立てるよう頑張ります。よろしくお願いい
たします。

 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2018年1月のロータリーレートは、
　1ドル＝114円です。（参考：12月＝112円）

２．ガバナー会議長	 猿渡　昌盛さん
　 姉妹クラブ･友好クラブアンケートご協力

の要請

３．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　ガバナーエレクト	 福田　金治さん
　　ロータリー財団委員長	西川　義文さん
　　補助金委員長	 隅　　康二さん
　補助金管理セミナーのご案内
　　日時／2018年2月4日㈰　12:30〜受付
　　会場／ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア
　　 クラブ出席対象者／
　　①クラブ会長エレクト（2018-19年度）
　　②次年度幹事（2018-19年度）
　　③クラブ会長ノミニー（2019-20年度）
　　④今年度クラブR財団関係委員長･理事
　　　（2017-18年度）

幹 事 報 告

入　会　式

例 会 記 録
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り、心から感謝申しあげます。一部の方から
「選挙に出るのかと思った」と言われました
が、1月4日付の長崎新聞を大きく汚してしま
ったお詫びと、今後も変わらぬご愛顧を賜り
ますようお願い申しあげニコニコします。

増本　一也さん、松尾　文隆さん
　新年1月号のロータリーの友に、昨年4月
の「ラホヤRC70周年祝賀会訪問記」が掲載
されました。大変意義深い事業だとロータ
リーの友編集委員会の方々が、新年号まで
掲載をのばしてくれた様です。ご協力を頂
いた皆様に改めて感謝です。

松尾　慶一さん、有薗　良太さん
　木村公康さん、ホールインワンおめでと
うございます。先の1月7日の佐世保CCの月
例におかれまして見事12番ホールでのホー
ルインワンの快挙を祝ってニコニコさせて
頂きます。

■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
　委員：前田　恭宏、井口　東郎
　　　　古賀　淳二、橋詰　文雄、安福　竜介
　　　　福田　金吾、中嶋　　徹、黒江　章雄
　　　　岩㟢　友晴、萩原多恵士、赤木　征二
　　　　安部　雅隆

【上期事業報告】
　年間の方針・計画に則り、下記の各懇親会
の企画・運営を中心に活動しました。
◦役員交代式並びに記念懇親会
　2017年7月1日㈯　佐世保玉屋7F･8F
　参加者： 会員56名、会員夫人14名、他9名  

合計79名
　 Studio oneの大川様等3名の方による演奏

が素晴らしかった一方で、名誉会員の方の

資金推進・財団・米山委員会
委員長　菅沼宏比古

　元会員 故 溝口　孝様 ご令室
博子様より、友愛基金へご寄
付をいただきました。

	 直前会長　増本　一也
「ラホヤRC訪問記」ロータリ
ーの友 1月号（新年号）掲載に
ついて
　昨年4月、「ラホヤRC創立
70周年祝賀会」に佐世保RC
の会員・家族14名にて出席致しましたが、
その際の報告原稿が「ロータリーの友（1月
号）」に掲載されました。編集委員の方か
ら、事業の内容が素晴らしいので新年号の
記事にしたいというご要望があり、1月での
掲載となりました。池田真秀 国際奉仕委員
長（前年度）をはじめ、関係者の皆様ありが
とうございました。

	 親睦活動委員会　安部　雅隆
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
芹野　隆英さん、古賀　　巖さん
円田　浩司さん、草津　栄良さん
福田　金吾さん、廣瀬　章博さん
安福　竜介さん、筒井　和彦さん
大久保利博さん、木下　貴夫さん
米倉洋一郎さん、西田　勝彦さん
福田　金治さん、中村　徳裕さん
平尾　幸一さん、遠田　公夫さん
梅村　良輔さん、松尾　慶一さん
増本　一也さん、納所　佳民さん
山縣　義道さん
　谷川辰巳さんの入会を歓迎してニコニコ
します。

円田　浩司さん
　会社のPRとなり誠に申し訳ございません
が、昨年の10月末をもって創立75周年を迎
えました。これもひとえに皆様方に長きに
わたりかわいがっていただいたおかげであ

ニコニコボックス 本日合計 　32,000 円

 累　　計 638,000 円

◇

クラブ協議会クラブ協議会
ニコニコボックス

その他の報告

委員会報告
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【下期事業計画】
1． 主要事業

1月24日 長寿祈願祭・祝賀会
2月21日 創立記念日例会
4月4日　観桜例会

2． 年間事業計画通りに進めるため、さらに委
員会活動に努めます。

3． 創立記念日例会で、ホーム出席率100％を
目指します。

◯プログラム委員会
　（長）松尾　　貴　（副）大久保利博
　委員：遠田　公夫、山下　尚登、德川　晃尚

【上期事業報告】
　外部講師卓話：10回
　米山奨学生卓話：2回
　会員及びRAC卓話：6回
　新入会員卓話：2回

　ロータリークラブの基本活動である例会を
より有意義な場とするために、充実した内容
の卓話を以下の活動方針に則り、計画的に実
施して参りました。

1． 佐世保ロータリークラブの基本方針の下、
会員に意義のある卓話を実施いたしました。

2． 会員の相互理解と親睦を深める意味合いか
らも、会員による卓話を積極的に実施いた
しました。

3． 新入会員については、まずはロータリーク
ラブをより理解し、慣れてからの卓話とす
るために、入会後6ヵ月以降の卓話といた
しました。

4． 外部講師による卓話についても、会員に新
しくも充実した情報提供ができる内容及び
講師を選出し、積極的に実施いたしました。

5． RAC、米山奨学生等の若い方々の卓話につ
いても、積極的に取り組んで参りました。

【下期事業計画】
　引き続き、ロータリークラブの基本活動で
ある例会をより有意義な場とするために、充
実した内容の卓話を以下の活動方針に則り、
計画的に実施して参ります。

1． 佐世保ロータリークラブの基本方針の下、
会員に意義のある卓話を実施いたします。

お名前・役職などを間違えてしまいました。
大変申し訳ありませんでした。

◦観月例会
　2017年10月4日㈬　富士国際ホテル
　参加者：会員64名、名誉会員 中澤　剛団長
　 委員長不在の中、強風の為、急遽会場変更

があり、ご迷惑をおかけしました。
◦新会員研修会並びに新会員歓迎懇親会
　2017年11月15日㈬　レオプラザホテル佐世保
　受講者17名、懇親会51名(受講者含む)
　 親睦活動委員会のメンバーのほとんどが受

講者となり、準備や進行に苦労しました。
◦忘年家族会
　2017年12月16日㈯　佐世保玉屋7F
　出席者 107名

【下期事業計画】
◦長寿祈願祭･祝賀会
　2018年1月24日㈬　佐世保玉屋
◦観桜例会
　2018年4月4日㈬
　ホテルオークラJRハウステンボス

　上期に引き続き年間方針･計画のもと、上記
懇親会の企画･運営や、例会での慶祝及びニコ
ニコボックスの進行等、積極的に活動してまい
ります。

◯出席･例会委員会
　（長）平尾　幸一　（副）草津　栄良
　委員：長浜　陽介、井口　東郎、古賀　淳二
　　　　橋詰　文雄、高畑　和憲、福田　金吾
　　　　川添　秀則、黒江　章雄、岩㟢　友晴
　　　　萩原多恵士、安部　雅隆

【上期事業報告】
1． クラブ奉仕･管理運営委員会の親睦活動委

員会とプログラム委員会と協力して、出席
率100％を実現できるような例会運営を行
った。

2． 例会時に出席の確認、出席率の算出を行
い、例会終了時に報告した。上期のホーム
出席率は、62.50％〜82.28％であった。

3． 毎月第3例会時に、永年表彰･出席100％表
彰を報告する。

4． メークアップを奨励し、上期は修正出席率
100％を継続できた。
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2． 会員の相互理解と親睦を深める意味合いか
らも、会員による卓話を更に積極的に実施
いたします。

3． 新入会員については、まずはロータリーク
ラブをより理解し、慣れてからの卓話とす
るために、入会後6ヵ月以降の卓話といた
しましたが、既に6ヵ月を超えてきている
ため、早急に実施いたします。

4． 外部講師による卓話についても、会員に新
しくも充実した情報提供ができる内容及び
講師を選出し、積極的に実施いたします。

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

■青少年奉仕委員会
　　委員長　中村　徳裕

◯ローターアクト委員会
　（長）木村　公康　（副）長浜　陽介
　委員：松本　英介、岡　　英樹　　
　　　　松尾　慶一、河原　忠徳
　　　　安福　竜介、赤木　征二

【上期事業報告】
　2017年7月13日㈭
　 　 ホテルオークラJRハウステンボスにて、長

崎国際大学 浦先生による授業
　8月は夏休みの為 休会
　2017年9月28日㈭
　　 ホテルオークラJRハウステンボスにて、地

区代表公式訪問
　　会員卓話「お茶について」
　2017年10月12日㈭
　　長崎国際大学にて、会員卓話「熟字訓」
　2017年10月19日㈭
　　 長崎国際大学にて、会員卓話「地域活性

化のために」
　2017年11月9日㈭
　　 ホテルオークラJRハウステンボスにて、「ク

ラウドファンディング」
　2017年11月23日㈭
　　白山陶器にて、職場訪問
　2017年12月7日㈭
　　長崎国際大学にて、会員卓話
　2017年12月21日㈭　クリスマス例会
　　会場：玉屋8F文化ホール
　　RC会員10名、ローターアクター12名、
　　顧問先生2名

【下期事業計画】
　下期におきましても、毎月 第2、第4木曜日
に例会を行います。

◯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
　委員：武井　洋一、髙田　俊夫、廣瀬　章博
　　　　草津　栄良

【上期事業報告】
◦青少年奉仕委員会 合同委員会　
　2017年7月5日㈬　高田屋　参加者：14名
◦佐世保学園意見発表会
　2017年7月7日㈮　佐世保学園
　参加者：富永雅弘会長、坂元　崇幹事
◦インターアクト年次大会
　2017年7月29日㈯　有田ポーセリンパーク
　参加者：IA 2名、顧問 林田先生
　ロータリアン 有薗良太
◦地区IA前期指導者研修セミナー
　2017年10月7日㈯　13:00〜
　東彼杵町総合会館　大会議室
◦西海学園IAC例会
　 7月2回、8月0回、9月 2回、10月 0回、11月

0回、12月0回

【下期事業計画】
◦西海学園IAC例会　1月〜6月　6回予定
◦地区IA後期指導者研修セミナー予定

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

■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
　委員：山縣　義道、井上　斉爾
　　　　梅村　良輔

【上期事業報告】
入会者１名
　2017年7月12日　安部　雅隆
　学校法人九州文化学園 長崎国際大学 准教授
　職業分類：私立学校

　年間を通じて純増2名の目標ですので、引き
続き達成できるように活動を行います。
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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

＊1月  例会卓話者予定＊ 

１月24日 名誉会員
 陸上自衛隊西部方面混成団長兼ねて
 相浦駐屯地司令 中澤　　剛 様

１月31日 会員卓話 黒木　政純さん
 （くろき医院　院長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
1月16日㈫は、インフルエンザで学級閉鎖の為
休会、次回例会は未定。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

1月25日㈭ テスト期間中の為、下記日程に変更
日時／１月18日㈭　19:00（食事）〜
　　　学生によるプレゼン
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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：筒井　和彦）
（カメラ担当：木下　貴夫）

【下期事業計画】
　組織活性化と会員数確保のため、前期に1名
の入会がありましたので、あと1名の入会を達
成し、年間通して純増２名の目標を達成でき
るように活動を行います。

◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）大神　邦明　（副）前田　恭宏
　委員：円田　三郎、松尾　文隆

【上期事業報告】
1． 7月初め安部雅隆さんのオリエンテーション

を行い、基本的規定、義務、仕組みの説明
をする。

2． ロータリー３分間情報を7月、9月、11月の
第3週で発表した。

3． 11月15日㈬、レオプラザホテル佐世保で、
新会員研修会並びに歓迎懇親会を開催し
た。

　〔研修会〕
　　16:00〜16:25
　　　講師：富永　雅弘 会長
　　　　「ロータリークラブについて」
　　16:30〜17:20
　　　講師：福田　金治 ガバナーエレクト 
　　　　「 ガバナー事務所全般、佐世保ロー

タリークラブの歴史」
　　17:40〜18:00
　　　講師：増本　一也 次期地区幹事
　　　　「2018〜2019年度 地区幹事として」
　　18:00〜18:20　質疑応答、補足説明
　　研修会参加人数：25名
　　歓迎懇親会参加人数：53名

【下期事業計画】
1． 新入会員で入会される方のオリエンテーシ

ョンを当初の計画どおり、月別で担当して
行う。

2．クラブの定款・細則の改正等を行う。
3． ロータリー3分間情報を奇数月の第3例会で

発表する。

長崎国際大学RACクリスマス例会
日時／2017年12月21日㈭　19:00〜
会場／玉屋8階文化ホール


