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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
2018～2019年度 R.I.会長 バリー・ラシン （バハマ　イーストナッソーRC）
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間で10年分以上のRC活動をした気分でありま
す。
　例会以外でも、やはりガバナー輩出クラブ
としての佐世保RCの評価を汚さないように、
先輩が長年にわたって築いてこられた、佐世
保RCの歴史、信用が一瞬にして無くならない
ように、また私自身がクラブの為にはどうあ
るべきかを第一義に考えていました。そして、
11月の地区大会に向けて我がクラブ内が一体
となれる様に、理事会においても、全ての案
件が個人にではなく佐世保RCにとって整合性
がとれているか。しかも、会員全員に納得い
ただけるか、特に先輩方にも納得いただける
のかをベースにしてのぞみました。
　市内8RC会長幹事会やグループ内の会合に
おいては、地区大会を主催する立場でありま
すが、他のクラブの方に協力して頂く、こち
らからいろいろお願いしなければ、成功は無
い、というスタンスを忘れないようにしてい
ました。
　当然、地区大会の準備と並行して、佐世保
RCの事業が進んでいったわけでありますが、
会員の皆様の負担ができるだけ大きくならな
いように、心がけしました。
　しかし、結果として一部の会員の方に負担
が集中することになったのは、反省点のひと
つと感じています。
　会員増強については、順調に進んだのでは
ないかと感じています。
　福田ガバナーが重点目標とされた退会防止
も、会員減に苦しむクラブがある中、そこそ
こ果たせたのではないかと思います。最後ま
で支店長さんの転勤が想定以上に多くはあり

会 長 挨 拶
	 会長　古賀　　巖
　いよいよ私の佐世保RC会長
として担当させて頂く例会も、
本日を含めて２回になりまし
た。なんとか、なんとかたどり
着くことができたという感じで
いっぱいです。まさに激動の1年でした。
　1年を振り返りますと、緊張と責任感でいっ
ぱいの中、役員交代式と記念ゴルフをガバナ
ー激励会を兼ねて15年ぶりに玉名温泉にて遠
征で行わせて頂き、68年目の佐世保RCがスタ
ートしました。
　その準備からクラブ管理委員長の円田さん、
SAAの平尾先生、親睦活動の吉田委員長と委
員会、例会出席の古賀委員長と委員会、朗遊
会幹事のみなさんには、大変なご負担をおか
けしました。しかし、多数のご出席をいただ
き、懇親会終了後も監事の井上さんを始め遅
くまで部屋で車座になって歓談できましたし、
大変意義があったと感じています。心から感
謝申しあげます。
　さて、佐世保RC会長としての例会では、毎
回緊張の連続でした。
　富永直前会長は、例会が終わると毎回「ほっ」
としたとおっしゃいました。週明けにRCモー
ドを再スタートして毎例会に臨んでいたとの
ことでしたが、挨拶が苦手な私の場合、毎回
例会が終わる瞬間は「ほっ」とはしましたが、
休むまもなくすぐ例会の準備をしないと間に
合わない気がして、常に挨拶の準備に追われ、
なかなか難しいものがありました。この1年
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委員会報告
■ローターアクト委員会	 委員長　草津　栄良
　日時／6月18日㈫　18：30〜
　会場／長崎国際大学
　　　　2102教室にて最終例会
　参加者／	ローターアクト：6名
　　　　　	ロータリアン：松尾

文隆さん、増本さん、
安福さん、安部雅隆さん、草津の5名

　　１．三原会長挨拶
　　２．年次大会報告（6月8・9日）
　　３．草津委員長卓話
　　　〜黒髪山大智院の歴史と㈱LESの説明
　　４．松尾文隆大委員長総括
　6月25日㈫18：30〜、ホテルオークラJRハウ
ステンボスにて役員交代式を行います。皆様
のご参加お待ちしております。　

■インターアクト委員会	 委員長　田中　信孝
　インターアクト定例会
　日時／6月18日㈫　18：15
　会場／西海学園　特別棟
　　　　1F図書館
　参加者／	生徒13名、林田先生、

大神次期青少年奉仕
委員長、池田次期インターアクト
青少年活動委員長、田中

　報告内容
　　クラブ奉仕（平野）
　　◦	6月22日㈯街頭募金活動を行います。

11時45分までに島瀬公園 親和銀行前
に集合してください。3年生の女子はオ
ープンスクール終了後に合流します。

　　◦	6月21日㈮に募金箱、パネルの準備を行
います。

　　◦	6月25日㈫に市役所に義援金を納めに行
く予定です。今回は3年生女子で行きま
す。来月は1年生女子となります。

　　社会奉仕（浦野）
　　◦	6月20日㈭に清風園にて、老人ホーム訪

問があります。本日と明日の2回のコー
ラスの練習と1年生女子、3年生男子、3
年生女子はそれぞれ催し物の練習を行
っておいてください。

　　国際理解（原、溝上）

ましたが、委員会や皆さまのご協力で、なん
とか1名減にとどまることが出来ました。あり
がとうございました。
　最後に、冒頭に申しあげましたとおり、激
動の1年間でありましたが、会員の皆さんや理
事役員監事の皆さんに支えていただき、貴重
な経験をさせていただきました。心の底から
感謝申しあげます。
　これから、70周年に向けて活動が続いてい
きます。新たな佐世保RCの歴史を作るために
全員で取り組んでいければ幸いです。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

入　会　式

■浦　　義浩	さん
　西部ガス㈱佐世保営業部
　部長
　推薦者／遠田　公夫	会員
　　　　　松尾　文隆	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

幹 事 報 告
	 幹事　大久保利博
1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　ドル紙幣によるご寄付の受け入れを2019年
6月30日にてUSドル口座閉鎖のお知らせ

2．ロータリー米山記念奨学会
　ハイライトよねやま231号 アップのお知らせ

3．第2740地区ガバナー	 福田　金治	さん
　インターアクト委員長	 德川　清隆	さん
　RIへインターアクトクラブの現況報告更新
のお願い

4．西海学園インターアクトクラブ
　IAC定例会報告
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　　◦	6月17日㈪に生徒集会の際にエコボトル
キャップ集めに関する、「JCV ポリオ
ワクチンボランティア」の発表を終え
ました。6月24日から28日の間に、各
クラスに設置するボックスの作成を行
います。

　　予定活動報告（越智）
　　◦	今週は街頭募金活動があります。開始

時は3年生の女子がオープンスクール参
加の為にいませんので、3年男子と、1
年生で準備等を行います。遅れないよ
うに集合してください。

　　林田先生からの報告
　　	　生徒集会での発表後、校長先生よりイ
ンターアクトの活動に対する理解と謝辞
がありました。

　　6月18日㈫
　　例会終了後
　　	　大神委員長、池田委員長、田中、林田
先生と次年度についての確認、打ち合わ
せを行いました。

　　◦	推奨インターアクト定款、細則の見直
し（2017年6月に改定されている）

　　◦	年間計画について

その他の報告
2019-20年度会長	 　木村　公康
　2019〜2020年度の週報に関
しまして、配布方法の変更を行
うこととなりました。
　10年もの長きにわたり、低価
格に据え置いて頂いていた週報
印刷費ですが、人件費や材料費
等の高騰に伴い、現行レベルでの維持が難し
い現状です。
　少なくない一部の会員の方々から、紙での
配布は必要ないとのご意見も寄せられており、
つきましては、限られた予算の中、地球環境
にも配慮し時流に則った効率化及び、コスト
の低減を鑑み、週報の印刷・配布からメール
による送信へと変更させて頂きたく存じます。
　しかしながら、印刷された状態での配布を
ご希望の方もいらっしゃると思いますので、
変更に伴い、ご協力いただきますよう、お願
い申しあげます。

囲碁・将棋同好会より
　平尾　幸一

2019-2020年度役員交代式記念
囲碁・将棋大会開催のお知らせ
　本日、18時頃より、いけす
博多屋におきまして、表題の囲
碁将棋大会を開催いたします。
19時頃に食事と、ロータリーの
友用の写真撮影を予定しておりますので、多
数参加されますよう、お願い申しあげます。

慶　　　祝
	 親睦活動委員会　一瀬　伸彦
◯出席100％表彰
　	加納洋二郎	さん（21回）、芹野　隆英	さん（15回）
　筒井　和彦	さん（ 4回）、黒江　章雄	さん（ 2回）
　北野　慎司	さん（ 1回）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　前田　隆夫
古賀　　巖	会長、大久保利博	幹事
廣瀬　章博	副幹事、松尾　文隆	さん
黒江　章雄	さん、安福　竜介	さん
椎山　　昇	さん、松本　祐明	さん
岸川　善紀	さん、福田　金吾	さん
梅村　良輔	さん、小村　英司	さん
前田　隆夫	さん、一瀬　伸彦	さん
　新会員 浦　義浩さんの入会を歓迎してニコニ
コします。

加納洋二郎	さん、芹野　隆英	さん
筒井　和彦	さん、黒江　章雄	さん
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クラブ会報委員会

北野　慎司	さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

ニコニコボックス	 本日合計	 　19,000 円
	 累　　計	 1,082,000 円

◇

クラブ協議会クラブ協議会
■2018-19年度会長　古賀 　巖
　「クラブ現況、活動計画およ
び報告書」をご覧ください。

■委員会活動報告
　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。

■クラブ管理運営委員会
　　委員長　円田　　昭

◯親睦活動委員会
　（長）吉田　英樹 （副）福田　金治
◯出席・例会委員会
　（長）古賀　久貴 （副）安福　竜介
◯プログラム委員会
　（長）石田　謙二 （副）德川　晃尚

■青少年奉仕委員会
　　委員長　松尾　文隆

◯ローターアクト委員会
　（長）草津　栄良 （副）河原　忠徳
◯インターアクト・青少年活動委員会
　（長）田中　信孝 （副）木下　貴夫

■会員増強委員会
　　委員長　坂本　　敏

◯会員増強・職業分類委員会
　（長）池田　真秀 （副）芹野　隆英

（今週の担当：大神　吉史）
（カメラ担当：黒江　章雄）

＊2019年6〜7月例会予定＊	

 6月26日　クラブ協議会
 7月 3日　クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
　 次期委員長より連絡待ち

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／7月11日㈭　18：30〜
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。

委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　萩原多恵士 ・ 橋詰　文雄 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　安部　雅隆 　　

◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）有薗　良太 （副）遠田　公夫

【今週のランチ】
古賀会長の「想い思った」内容でした。


