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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
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　佐世保中央RC	 パスト会長 牛島　義亮	さん

入　会　式
■出端　隆治 さん
　㈱デバタ　代表取締役社長
　推薦者／梅村　良輔	会員
　　　　　橘髙　克和	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
　ただいま、梅村社長にご紹介いただいた、
出端です。
　伝統と格式ある佐世保RCへの入会承認、
ありがとうございます。お声かけいただい
た諸先輩方に感謝申しあげます。まだまだ
RCのことは、わかりませんが、一生懸命頑
張りますので、ご指導ご鞭撻をよろしくお
願い申しあげます。

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　7月8日㈪に、佐世保市内8クラブ会長、幹
事16名で、朝長則男佐世保市長を表敬訪問
してきました。市長のフェイスブックにも
載せていただきました。
　市長も我々RCには、色々な部分で期待な
さっておられ、責任の重大さを感じました。
　さて、7月15日（月・祝）の海の日には、鹿
子前パールシーリゾート周辺でのビーチ・
クリーンアップが行われます。
　西海学園インターアクトクラブ、長崎国
際大学ローターアクトクラブの学生達にも
参加していただけると聞いています。是非
とも多くの会員の皆様に参加していただき
たいと思います。
　6月に行われました名切公園の市民大清掃
でも、ゴミはほとんどありませんでした。2
〜3日前にシルバー人材センターで清掃が行
われていたからです。
　しかし、大切なことはゴミを拾うという
意識であります。この意識によって、まず、
ゴミを簡単に捨てなくなり、綺麗な町にし
ようと思うのではないでしょうか。
　多くの会員の皆様に参加していただきま
すよう、お願いいたします。
　本日、クラブ協議会の後半です。
　よろしくお願いいたします。
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挨拶を行い、その後、ご訪問いただきまし
たローターアクト地区代表でいらっしゃい
ます長崎RACの堀山幸平さんに卓話をいた
だきました。内容はローターアクトの説明
や長崎RACの概要についてであり、会員は
真剣な表情で耳を傾けていました。今年の
活動に期待を抱かせるような例会でありま
したことをご報告いたします。
　ローターアクト行事予定　焼肉例会
　日時／7月24日㈬　18：30〜
　会場／「食通」　佐世保市広田4丁目1-10
　RC会員のご参加をお待ちしております。

■インターアクト・青少年活動委員会
 委員長　池田　真秀
　今週3連休の7月13日㈯に、
インターアクトクラブによる
交通遺児のための街頭募金を
行います。
　時間は12：00〜13：30までの
約1時間30分で、生徒の皆さんが頑張ってお
りますので、少しでも多くの募金が集まり
ますよう、ご協力をお願いいたします。

その他の報告

ロータリーの友 表彰 遠田　公夫 さん
　ロータリーの友委員会 委員長から感謝状
をいただきました。

幹 事 報 告
 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー第2580地区ガバナー事務所内
　名誉会長　田中　　毅（2680地区PDG）さん
　第18回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　日時／2019年10月5日㈯
　　　　登録受付／9：30　開会式／10：00
　　　　表彰式、記念撮影／16：00
　会場／	東京・市ヶ谷 日本棋院本院1階対

局室

2．第2740地区　ガバナー 千葉　憲哉 さん
　日本のロータリー100周年記念ピンバッジ
購入について
　締め切り日／8月2日㈮　価格／1個200円

3．大村RC
　「週報 №43」が届いております。

4．佐世保北RC
　「クラブ現況と活動計画書　前年度活動実
績報告書」が届いております。

委員会報告

■社会奉仕委員会 委員長　坂本　　敏
　7月15日（月・祝）鹿子前広場
にてビーチクリーンアップが
行われます。8：30集合になっ
ております。
　今のところ18名の方にご参
加のお申し出をいただいております。
　当日になって、参加できるという会員の
方は、メークアップになりますので、是非、
ご参加ください。

■ローターアクト委員会 委員長　安部　雅隆
　去る7月9日㈫、2019-2020年
度になって初の長崎国際大学
RACの例会が開催されまし
た。冒頭に三原千明新会長が
本年度の方針を含めた力強い
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慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　陣内　純英
○今月の誕生祝い
　松本　英介	さん（1日）
　田中丸善弥	さん（4日）
　中村　徳裕	さん（6日）
　福田　金吾	さん（15日）
　廣瀬　章博	さん（17日）
　椎山　　昇	さん（20日）
　木村　公康	さん（27日）
　池田　真秀	さん（28日）

ニコニコボックス

	 親睦活動委員会　谷川　辰巳
佐世保中央RC パスト会長　牛島　義亮 さん　
　こんにちは、久しぶりにメークアップに
参りました、佐世保中央RCの牛島です。今
日は、一年間ご苦労された、古賀会長、大
久保幹事、廣瀬副幹事の慰労と新年度の木
村会長、有薗幹事、安福副幹事の激励に参
りました。聞くところによると、前回の初
回例会では会長挨拶の時に、かなり緊張さ
れたとか、普段私が知っている木村会長は、
お酒が入ると、歌って、踊ってという陽気
なエンターテイナーの姿しか見たことがな
いので意外でした。でも昨日の宴会、二次
会ではいつも通り、地のままの姿で女性に
接しておられましたので、もう吹っ切られ
たことと思います。佐世保の8RCの中で、
一番伝統あるロータリークラブの舵取りの
一年間、本当に大変でしょうが、頑張って

ください。
　そして有薗君、安福君、木村会長のフォ
ローよろしくお願いします。
　追伸ですが、円田　昭さん、前回の佐世
保中央RCへのニコニコありがとうございま
した。同級生 崎元前会長慰労と南部会長激
励の言葉、しっかり受け取りました。

増本　一也 さん
　佐世保中央RC 牛島義亮さんのご来訪を
歓迎して、ニコニコします。元ガバナー補
佐の牛島君は、何かと上から目線でアドバ
イスいただき、ありがとうございました。

木村　公康 会長、有薗　良太 幹事
安福　竜介 副幹事、廣瀬　章博 さん
増本　一也 さん、谷川　辰巳 さん
大久保利博 さん、黒江　章雄 さん
福田　金吾 さん、富永　雅弘 さん
筒井　和彦 さん、池田　真秀 さん
円田　浩司 さん、草津　栄良 さん
吉田　英樹 さん、古賀　　巖 さん
玉野　哲雄 さん、米倉洋一郎 さん
梅村　良輔 さん
　出端隆治さんの入会をお祝いすると共に、
今後のご活躍を期待してニコニコいたしま
す。

遠田　公夫 さん
　長旅から戻ったら、家の中庭でいきなり、
ヒヨドリ2羽から攻撃を受けました。事情が
分からぬまま、家に飛び込みましたが、窓
から見ると巣立ちの飛行訓練をしているヒ
ナが3羽、親鳥が教えたり、餌を運んだりし
ていました。初日の夜、飛び立てないまま
植え込みで熟睡、2日目、昼過ぎに2羽は完
璧に巣立ち、残った1羽、衰弱しているよう
に見えたので、昼に確保したミミズと昆虫
を夜に口ばしに近づけると、ひと飲み。
　昨日は、朝から親が飛行訓練、夕方、無
事に巣立ちました。野生の摂理に、ニコニ
コします。
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クラブ会報委員会

（今週の担当：北野　慎司）
（カメラ担当：黒江　章雄）

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＊	
24日　梅ヶ枝酒造㈱ 代表取締役 長野　哲也	様
31日　R.M.S音楽院㈱ 代表取締役 伊藤　康博	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16日㈫　16：15〜
会場／西海学園

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／7月24日㈬　18：30〜
会場／焼肉例会「食通」
　　　佐世保市広田4-1-10

＊	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。

西田　勝彦 さん
　クラブ会報・広報委員会の西田です。
3360回 No.1週報において、ローターアクト
クラブの例会予定について、7月11日㈭から
9日㈫に変更になったことを確認せずにその
まま掲載してしまいましたのでニコニコし
ます。

木村　公康 会長、松本　英介 さん
田中丸善弥 さん、中村　徳裕 さん
福田　金吾 さん、廣瀬　章博 さん
椎山　　昇 さん、池田　真秀 さん
　誕生日、お祝いしていただき、ありがと
うございます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　30,000 円
	 累　　計	 81,000 円

クラブ協議会
◎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。

■クラブ管理運営委員会
　　委員長　遠田　公夫

○親睦活動委員会
　（長）坂元　　崇　（副）谷川　辰巳
○出席・例会委員会
　（長）廣瀬　章博　（副）椎山　　昇
○プログラム委員会
　（長）平尾　幸一　（副）一瀬　伸彦

以下P24をご覧ください。

■公共イメージ委員会
　　委員長　松尾　　貴

○クラブ会報・広報委員会
　（長）西田　勝彦　（副）北野　慎司
○雑誌委員会
　（長）筒井　和彦　（副）河原　忠徳

以下P30をご覧ください。

■ロータリー財団委員会
　　委員長　円田　浩司

○補助金委員会
　（長）松尾　慶一　（副）黒江　章雄
○資金推進・財団・米山委員会
　（長）黒木　政純　（副）溝口　尚則

以下P31をご覧ください。

■会計
　　井手　孝邦

以下P33、34をご覧ください。


