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2019～2020年度 テーマ ROTARY CONNECTS THE WORLD　̶ ロータリーは世界をつなぐ ̶
2019～2020年度 R.I.会長 マーク・ダニエル・マローニー （米国アラバマ州　Decatur RC）

会　長：木村　公康　　　幹　事：有薗　良太
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
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

〔理事会報告〕
1.ガバナー補佐訪問　クラブ協議会
　2019年8月7日㈬　12：30から
2.ガバナー公式訪問例会
　2019年8月21日㈬ 12：30から
3.初盆を迎えられる会員
　福田　金治 会員　ご令室
　福田　金吾 会員　ご母堂様
　中島　祥一 会員　ご母堂様
4.ビーチクリーンアップ
　2019年7月15日（月・祝日）
　鹿子前パールシーリゾート
　8：30集合　9：00開始　メークアップになり
ます。
5.事務局盆休み
　8月13日㈫〜15日㈭（8月10日㈯から6日間）

例 会 記 録

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我等の生業」
◯ゲスト
 第5グループガバナー補佐　法師山眞人 さん
　（北松浦 RC）
◯ビジター
　北松浦 RC 会長　横尾　成人 さん
　 パスト会長　山口　俊一 さん
　佐世保南 RC 山口　嘉浩 さん
　佐世保中央 RC 会長　南部　　建 さん
 幹事　田中　啓輔 さん
 パスト会長　指山　康二 さん

会 長 挨 拶

 会長　木村　公康
　本日から、佐世保RCの第
70代会長となりました。よろ
しくお願いいたします。
　6月29日㈯にハウステンボ
ス、ホテルヨーロッパ・レン
ブラントホールで行いました、役員交代式
には、多くの方々にご出席いただき、あり
がとうございました。
　式典では廣瀬委員長、懇談会では坂元委
員長に司会を務めていただき、お疲れ様で
した。楽しいひと時を過ごせたと思います。
　また、第5グループ法師山ガバナー補佐に
は、さっそくクラブ訪問をいただき、あり
がとうございます。クラブ協議会を行いま
すので、ご指導、ご指摘を、よろしくお願
いいたします。
　また、たくさんの方々にご来訪いただき
感謝いたします。
　私だけでは力不足でございますが、松尾
副会長、有薗幹事、安福副幹事、また、役
員理事一同、佐世保ロータリークラブのた
め、頑張ってまいりますので、ご指導ご鞭
撻のほど、よろしくお願いいたします。
　本日11時より第1回理事会を開催しました
ので、次のとおり報告します。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 7 3 3,360 1

《本　日》	会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率		　　　　％

《 6月19日》	会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率	　　　　	％
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ていこうと思って、この場に立っています。
先週火曜日、第5グループの会長・幹事会を
開催し、これからの第5グループの進め方と
かIMについて話をしました。一番の問題は、
今年、IMを行うかどうかということです。
どうして、これが問題かというと、第5グル
ープと第6グループのIMに対する温度差が
強いということです。第6グループのガバナ
ー補佐と話す機会がありましたが、第6グル
ープは、今年はIMを開催しないということ
です。そこで、第5グループはどうしたこと
かと思っていますが、今の私自身の結論は、
第5グループも、今年はIMを開催しないこ
ととしたいと考えています。そして、我々
現役のガバナー補佐と、今年の秋過ぎに誕
生する次年度のガバナー補佐の4人で、この
IMの今まで行ってきた形とか方針をじっく
り検討して、今、クラブごとにIMに対する
参加者の違いというものを乗り越えていこ
うと思っています。いろいろなお考えがあ
ると思いますが、私としては、この方針で
いきたいと思っていますので、1年間、どう
ぞよろしくお願いいたします。

委員会報告

■親睦活動委員会	 委員長　坂元　　崇
　6月29日㈯ HTBホテルヨー
ロッパでの役員交代式・懇親
会は、松尾貴会員の絶大なる
お力添えをいただき、天候の
悪い中、80名もの会員・ご夫
人、関係者出席のもと、大変素晴らしい交
代式を行うことができました。ありがとう
ございました。
　また、本日は、テーブルの上に恒例のニ
コニコボックスをご準備いたしました。
　木村会長の船出をお祝いする意味でも、
皆様ご協力をよろしくお願いいたします。
　これから1年間、クラブ会員の親睦がより
深まるように、精一杯頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　 2019年7月のロータリーレートは、
　1ドル＝108円です。

2．2018-19年度ガバナー	 福田　金治	さん
　地区幹事	 増本　一也	さん
　ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
　ガバナー事務所は6月末日をもって閉鎖し
ます。
　ただし、当事務所は、直前ガバナー事務
所として８月末まで開設予定です。
　（8月13日(火）〜15日(木)まで夏季休業）

3．2019-20年度ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　インターアクト委員長	 德川　清隆	さん
　ホストクラブ
　長崎西RC　会長エレクト	許斐　義彦	さん
　2019-2020年度インターアクト年次大会の
ご案内
　日時／2019年8月3日㈯10：00開会
　会場／長崎ブリックホール

ガバナー補佐ご挨拶

	第5グループガバナー補佐　法師山眞人	さん
　皆さん、こんにちは。今年
度の第5グループのガバナー
補佐を務めます、北松浦ロー
タリークラブの「法師山眞人」
です。
　私は、ロータリーは「親睦が一番」とい
うことで、親睦を重ねて奉仕しようという
ことで活動してきました。千葉ガバナーも

「ロータリーに入って良かったな。」という
ような会員を増やしていくことが、ロータ
リーの活性化につながると考えておられま
す。
　私は、ガバナー事務所と第5グループの皆
さんたちとの風通しのよいパイプ役を務め
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ニコニコボックス

 親睦活動委員会　谷川　辰巳
第5グループガバナー補佐　法師山眞人	さん　
北松浦RC　横尾　成人	さん、山口　俊一	さん
　第5グループガバナー補佐の顔見せにまい
りました。今期、よろしくお願いいたします。

佐世保南RC　山口　嘉浩	さん
　木村会長の第1回例会に参加させていただ
きました。是非その卓越した手腕を発揮さ
れてください。

佐世保中央RC　南部　　建	さん
　　　　　　　 田中　啓輔	さん
　はじめまして、今年度の佐世保中央RC会
長の南部　建と、幹事の田中啓輔です。
　木村会長、有薗幹事のご活躍を祈念申し
あげます。

佐世保中央RC　指山　康二	さん
　　　　　　　 牛島　義亮	さん
　古賀前会長、松尾前副会長、大久保前幹事、
廣瀬前副幹事、1年間お疲れ様でした！
　木村会長、松尾副会長、有薗幹事、安福
副幹事、1年間ロータリーマラソン、健康に
気をつけて、完走を願います。

木村　公康	会長、松尾　文隆	副会長
有薗　良太	幹事、安福　竜介	副幹事
　本日より1年間、よろしくお願いいたします。

古賀　　巖	さん
　ご来訪いただきました皆様、昨年度は大
変お世話になりました。本年もよろしくお
願いいたします。

増本　一也	さん
　今年度ガバナー補佐　法師山さんのご来
訪を歓迎してニコニコします。
　法師山さんのことですから、今年度は、
奉
ほう

仕
し

を山のようにしていただけると、期待
しております。

大久保利博	さん
　北松浦RC　横尾成人会長、前年に引き続
き2年連続会長就任、おめでとうございます。

井上　斉爾	さん
　役員交代式記念囲碁大会で優勝させて頂
きましたので、ニコニコいたします。

増本　一也
　役員交代式記念将棋大会で優勝いたしま
したので、ニコニコします。

円田　浩司
　先月の役員交代式記念コンペにおいて、
ハンデに恵まれて優勝させていただきまし
た。ゴルフの内容は、もうよく覚えていま
せんが、一緒に楽しく廻らせていただいた
芹野さん、北野さん、一瀬さんに感謝する
と共に、何よりも、円田　昭パスト会長に
心から感謝申しあげ、ニコニコします。

芹野　隆英	さん、坂本　　敏	さん
　2位　芹野　隆英
　3位　坂本　　敏
　入賞することができました。ありがとう
ございました。

納所　佳民
　先日の役員交代式のコンペにおいて、15
位の表彰を頂きました。付け加え、12番の
ニアピン賞も頂きました。ありがとうござ
います。
　当日は朝からスループレイで朗遊会には
カード参加でしたので、ニアピン賞には該
当しません。ニコニコにてお返しいたしま
す。

◇
ニコニコボックス 合　　計 　25,000 円
テーブルボックス 合　　計 26,000 円
 本日合計 　51,000 円
 累　　計 51,000 円
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クラブ会報委員会

（今週の担当：西田　勝彦）
（カメラ担当：北野　慎司）

委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司

＊2019年7月例会予定＊ 

 7月10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街頭募金＊

日時／7月13日(土）12 ：00〜13 ：30
会場／四ケ町アーケード内 親和銀行前

＊ 参加者は池田真秀委員長へ連絡をお願いします。

＊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(木）18 ：30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
日時／7月24日(水）18 ：30〜
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。

クラブ協議会
■2019-20年度 会長　木村　公康
　「クラブ現況、活動計画お
よび報告書」P7をご覧くださ
い。

◎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。

■奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　芹野　隆英

○職業奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）萩原多恵士
○社会奉仕委員会
　（長）坂本　　敏　（副）古賀　久貴
○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）中村　徳裕　（副）福田　金吾

以下P26をご覧ください。

■青少年奉仕委員会
　　委員長　大神　吉史

○ローターアクト委員会
　（長）安部　雅隆　（副）森　　勝之
○インターアクト・青少年活動委員会
　（長）池田　真秀　（副）富永　雅弘

以下P27をご覧ください。

■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）草津　栄良　（副）吉田　英樹
○ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）増本　一也　（副）石井　正剛

以下P29をご覧ください。


