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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　みなさま新年あけましておめ
でとうございます。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。
　2023年 ス タ ー ト の 例 会 に、
多数の皆様にご出席いただき、
このように開催できますことをありがたく存
じます。ロータリーの2022-2023年度の上半
期を終え、下半期が始まります。本日は「ク
ラブ協議会」を開催し、それぞれの大委員長
さんから、上期活動報告、そして下期活動計
画について発表いただき、協議を行う時間と
なりますので、みなさまどうぞよろしくお願
いいたします。
　さて、2月23日木曜日の祝日、記念すべきロ
ータリーの創立の日にIM（インターシティミ
ーティング）が開催されます。本年度の運営
方針にも掲げております「好意と友情を深め
る機会」として、この機会を有効に活かした
いと願っております。このIMの第一部「わが
クラブ自慢‼」のプログラムでは、クラブを
代表して安部雅隆副幹事がパワーポイントの
資料を用意して発表する予定です。また、第
二部のパネルディスカッションでは、福田金
吾幹事がパネラーを務める予定です。ぜひ20
名を超える多数の皆様とともに出席し、応援
したいと思っております。どうぞよろしくお
願いいたします。
　また、IMの出席登録及びアンケートの締め
切りは、今週末1月13日となっております。

皆さまには、ぜひご出席で登録していただき
たいと思いますが、アンケートにつきまして
は、チラシのコードを読み取ってグーグルフ
ォームから簡単に回答できますので、本日ご
出席の皆さまは、回答にご協力くださいます
よう、よろしくお願いいたします。
　それでは、本日のクラブ協議会での、皆さ
まの熱心な協議への取り組みをお願いして、
本日の会長挨拶とさせていただきます。

　続きまして、本日11時より開催した、第7回
理事会についてご報告いたします。
　今回の理事会では、3月に計画している「職
場訪問について」、特に熱心な協議をいただき
ました。この事業については、これまでは様々
な企業や、団体などを見学する形態で行って
まいりましたが、今回は全く新しい事業への
挑戦という形で、子どもたちの職業体験の施
設「キッザニア福岡」見学の事業を企画し、
今回の理事会にて、原案を一部修正して決議
いただきました。
　これまでは、職業奉仕の活動は、個人の範
囲内で活動するものと規定されていましたが、
2016年の手続要覧において、クラブ全体とし
ての活動も承認され推奨されるように改定さ
れたことを受け、新しい職業社会奉仕委員会
活動として実施したいと考えております。
　今回の理事会では、松尾文隆大委員長から
子どもさんの参加費5千円としていたものを、
参加しやすい金額に設定すべきという意見が
出され、クラブ予算での補助を増額し、子ど
もさんの参加費を2千円とし、大人の参加費に

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 23名）・出席 47名・欠席 26名・（免除者欠席 12名）・ビジター 0 名・出席率 64.38 ％

《12月14日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 43名・欠席 31名・（免除者欠席 16名）・メークアップ 4 名・修正出席率 81.03 ％
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ついては原案通り3千円とすることに決まりま
した。
　先月、事前アンケートとして、参加希望の
調査を行ったところ、回答率は34％という段
階ですが、子どもさん10名、高校生以上の大
人（佐世保RC会員含む）17名での合計27名の
参加での回答をいただいております。
　この決定を受けて、委員会において正式な
案内をみなさまにお届けし、あらためてご案
内されると思いますので、ぜひ皆様のお子様、
お孫さんなど、そして会員の皆様の多くのご
参加をお願いいたします。
　その他、「観桜例会（3月29日）」、「新会員研
修会並びに歓迎懇親会収支報告」、「創立記念
日例会（2月15日）」、「上期決算」、そして「1
月及び2月の例会プログラム」について協議を
行い、それぞれ決議いたしました。
　「上期決算」については、次回例会にて筒井
和彦会計理事よりご報告いただく予定です。
以上、第7回理事会報告といたします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.公益財団法人ロータリー 米山記念奨学会
　米山功労者第12回メジャードナー感謝状
　大神 邦明 様

2.国際ロータリー日本事務局　財団室
　「財団室NEWS 1月号」

3.ロータリーの友事務所
　電子版パスワード変更のお知らせ
　友：電子版をご覧いただくためにパスワー
ドとIDが必要です。
　ID 2740-00054　パスワード00054-232

4.ガバナー　上村　春甫 さん他
　年賀状が届いております。

5.地区米山記念奨学委員長 松田　洋一 さん
　米山奨学生世話クラブ・カウンセラー依
頼について（お願い）
　2023学年度新規奨学生11名
　締切日1月25日㈬までに

6.地区会計長　大曲清一郎 さん
　2022-2023年度地区資金（後期分）送金の
お願い
　送金期限：2023年1月23日㈪

7.ガバナー 上村　春甫 さん
　ガバナーエレクト 緒方　信行 さん
　ロータリー 財団委員長 岡村　康司 さん
　補助金委員長 森本　大輔 さん
　R財団委員長 補助金管理セミナーのご案内
　日時　2023年2月5日㈰
　　　　13：00　受付
　　　　13：30〜開会
　　　　16：30　セミナー終了予定
　会場　ホテルマリターレ創世
　　　　佐賀市神野東2-5-15
　出席対象者　各クラブ2名以内
　　　　　　　 次年度会長・幹事・R財団担

当理事又は委員長

8.佐世保学園長 橋本　雅彦 さん
　佐世保学園パネル展「九十九〜73年の感
謝を込めて〜オープニングセレモニーへの
ご出席について」
　日時　2023年1月30日㈪　14：30〜
　会場　佐世保学園

その他の報告
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
米山功労者第12回メジャードナー感謝状
　大神　邦明 さん
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慶 　 　 祝
親睦活動委員会　山口　幸生

○今月の誕生祝い
　大神　邦明 さん（ 1日）
　古賀　　巖 さん（ 3日）
　下田　弥吉 さん（ 3日）
　安福　竜介 さん（ 4日）
　坂元　　崇 さん（ 7日）
　石井　正剛 さん（11日）
　鈴木　清輝 さん（11日）
　円田　浩司 さん（12日）
　芹野　隆英 さん（13日）
　長富　正博 さん（18日）
　陣内　純英 さん（20日）
　指山　　立 さん（22日）
　山下　尚登 さん（24日）
　黒木　政純 さん（27日）
　佐々木秀也 さん（29日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　鈴木　清輝

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事
　新年あけましておめでとうございます。
　ロータリー 年度も残り半年となります
が、変わらぬご協力の程よろしくお願いい
たします。

大神　邦明 さん、古賀　　巖 さん
安福　竜介 さん、鈴木　清輝 さん
円田　浩司 さん、芹野　隆英 さん
陣内　純英 さん、指山　　立 さん
黒木　政純 さん

　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 12,000円
 累　　計 573,000円

クラブ協議会

■会長　中村　徳裕
　それでは、只今より「クラ
ブ協議会」を始めます。今回
の ク ラ ブ 協 議 会 は、2022年
7月にスタートした今年度の

「上期事業報告」を振り返り、
2023年1月からの「下期事業計画」について
協議を行います。
　今年度のスタートにあたりましては、ハ
ウステンボスホテルヨーロッパにおいて「役
員交代式」を無事成功裏に開催することが
できて、きっとこのまま開催を続けていけ
るものと思っておりました。しかし、8月9
月にはコロナの急拡大により休会を余儀な
くされました。さらにホームクラブ会場の
レオプラザホテルさんが、長崎県のワクチ
ン接種会場として借り上げられるなどの事
態もありましたが、船越会員のご協力によ
り、九十九島シーサイドホテル＆スパ　花
みずきを、代替会場として利用させていた
だき、9月28日より例会を再開することがで
きました。
　現在の長崎県及び佐世保市の状況では、
行動制限はなく、「主催団体」に対する事業
の延期や中止の要請はありません。今後、
事態が急変しない限り、佐世保ロータリー
クラブといたしましても、主催事業につい
ては予定通り開催していけるものと考えて
おります。
　但し、「個人」の例会や事業への参加につ
いては、「慎重に判断」することが求められ
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ています。発熱時に限らず、風邪症状のあ
る場合は、「ご本人の健康管理のため」、「そ
して他人に移さないため」例会や事業への
参加を自粛していただくように、慎重なご
判断をお願いいたします。
　さて、本年度の「運営方針」は、私たち
佐世保ロータリークラブのメンバーにとっ
ては、当たり前のことが、実は歴史と伝統
によって培われた貴重なことなのだという
ことを、あらためて示したものです。
　「歴史と伝統に育まれた、素晴らしいメン
バーの集い」に参加し、「奉仕の機会」を通
じて「好意と友情」を深め、「地域・社会に
貢献」し、公私ともに「楽しく充実」した日々
を送ることが、この佐世保ロータリークラ
ブだからこその価値だと考えております。
　この歴史と伝統を継続していくためにも、

「魅力ある新会員の拡大」が切に重要な局面
だと考えております。池田真秀大委員長を
中心に、みなさまのご協力をいただきなが
ら、拡大につとめて参りたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、各大委員長さんより、担当委
員会の上期事業報告および下期事業計画に
ついて発表していただきます。よろしくお
願いいたします。

■クラブ管理運営委員会
　委員長　芹野　隆英

【親睦活動委員会】
 　（長）安福　竜介　（副）陣内　純英
　委員／米倉洋一郎、中村　真弥
　　　　立花　秀樹、岩崎　正俊
　　　　鈴木　清輝、山口　幸生
　　　　田村　和大、梅村尚一郎
　　　　前田　真一、（船場　昭裕） 
　［上期事業報告］
 7月 2日㈯　 役員交代式・記念懇親会
　　　HTBホテルヨーロッパ
　　　参加人数64名
　　　 コロナ感染症拡大の警戒心から例年

よりも若干少なめの参加人数でした
が、出席いただきました名誉会員の
方々を始め、会員の皆さまには3年ぶ
りの記念懇親会に大変満足いただけ
た様子でした。余興のハープ＆ピア
ノの生演奏も会場の雰囲気にとても
良く合った演出であったと思います。

 9月 7日㈬　 観月例会
　　　ホテルフラッグス九十九島
　　　 コロナ感染症拡大を避けるため中止

となりました。
11月 9日㈬　 例会・新会員歓迎懇親会
　　　ホテルフラッグス九十九島
　　　参加人数47名
　　　 新会員の紹介、現会員(特に歴代パス

ト会長)の皆さまと新会員の懇親を深
めた大変有意義な時間となりました。

12月17日㈯　忘年家族会
　　　ホテルオークラJRハウステンボス
　　　参加人数107名
　　　 バルーンパフォーマンスの世界大会

チャンピオンSyanさんの実演にて、
会員のご家族、特にお子様には大変
喜んでいただけた家族会になったと
思います。

　［下期事業計画］
 1月25日㈬　長寿祈願祭・祝賀会
　　　（会場 ホテルフラッグス九十九島）
　　　 本年度の賀寿者は9名と、例年と比較

すると人数が多く予算組みが難しか
ったのですが賀寿者の皆さまに喜ん
でいただけるように、会員全員で賀
寿者をお祝いできるような環境づく
りに努めてまいります。

 2月15日㈬　創立72周年記念例会
 3月29日㈬　観桜例会（ホテルオークラ）
　引き続き、SAA、出席例会委員会、その
他会員の皆さまと協力しながら、例会・懇
親会を通じて会員相互の親睦を図り交流が
より活発になるような企画運営に努めてま
いります。
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【出席例会委員会】
 　（長）出端　隆治 　（副）廣瀬　章博
　委員／米倉洋一郎、永瀬　徳豊
　　　　大塚　隆夫、庭木　香充
　　　　鈴木　清輝、山口　幸生
　　　　田村　和大、梅村尚一郎
　　　　前田　真一、（船場　昭裕）
　［上期事業報告］
　今年度上半期は23回の例会を開催する計
画でしたが、新型コロナ感染症による休会
措置の影響により16回の実施となりました。
期間中は、レオプラザホテル様、ホテルフ
ラッグス九十九島様、花みずき様のご協力
のもと、会場変更が有りながらも例会を開
催することができました。
　また、例会開催時には担当委員会の皆様
をはじめ親睦活動委員会の皆様のご協力に
よりスムーズな会場準備、受付対応、終了
後の片づけ等行う事が出来ました。
　期間中は度重なる例会会場の変更にも、
会員の皆様方にご対応、ご出席をいただき、
ありがとうございました。
　尚、上半期例会出席率は平均で60.37％、
修正出席率は平均で80.29％でした。

　［下期事業計画］
　下期は24回の例会開催を計画しておりま
す。下期に関しましては、レオプラザホテ
ル様のご配慮により期間中の例会会場の使
用がほぼ確保できることとなっており移動
例会は少なくなります。
　上期は通常例会のみの開催となってしま
いましたが、2月15日創立記念日例会、3月
29日観桜例会を予定しております。親睦活
動委員会の皆様としっかりとした連携を取
り、実施してまいりたいと思います。
　また、会場の設え、受付対応なども工夫
できる部分を委員会でピックアップし今後
の運営に繋げていきたいと考えております。
　今後もしっかりとしたコロナウイルス感
染症対策を行いながら例会運営に努めてま
いります。

【プログラム委員会】
　（長）古賀　久貴　（副）松本　祐明　
　委員／石井　正剛、溝口　尚則
　　　　陣内　純英、永瀬　徳豊
　［上期事業報告］
　コロナ禍ではありましたが外部卓話者や
新会員への依頼を行いながら卓話を行うこ
とができました。7回の例会休会で外部卓話
者には再度の日程調整を快く受け入れてい
ただいたと 感謝いたします。ただ、テーマ
に沿った卓話の依頼にはつながらなかった
と反省しています。

　［下期事業計画］
　コロナの感染拡大が懸念されるところで
はありますが、外部卓話者に依頼を行いな
がら下期も運営を行いたいと思います。上
期の反省であるテーマに沿った依頼という
ことも念頭において プログラム委員会の皆
様と協力しながら進めていきたいと思いま
す。

■奉仕プロジェクト委員会
　委員長　納所　佳民
　職業・社会奉仕委員会と国
際奉仕・姉妹クラブ委員会の
二つを担当しています。

【職業・社会奉仕委員会】
　（長）坂根　　毅　（副）山口　健二
　委員／井上　斉爾、円田　　昭
　　　　田中丸善弥、立花　秀樹
　［上期事業報告］
令和4年7月　 ビーチクリーンアップ活動　

台風の為、中止

　［下期事業計画］
令和5年 3月　例会　卓話
　本来は1月が職業奉仕月間ですが、予定の
都合で、3月にキッザニア事業開発本部スポ
ンサー部副部長　池上哲郎様に卓話を依頼
済です。
令和5年 3月28日㈫　職場訪問計画　
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　　　　　　　　　 キッザニア福岡
　　　　　　　　　 参加人員子供15人
　　　　　　　　　 　　　　大人20人
　将来を担う子供に、職業観を醸成して頂
く為に、キッザニアで仕事の体験を計画し
ます。
　従来型の職場訪問と、社会奉仕の理念を
加味した新しいロータリーの事業となると
思います。

【国際奉仕・姉妹クラブ委員会】
 （長）松尾　慶一 （副）西田　勝彦
　　 池田　　豊、下田　弥吉
　　長島　　正
　［上期事業報告］
　上期の事業は特にありませんでした。

　［下期事業計画］
　下期も特段、活動の予定はありません。

■青少年奉仕委員会
　委員長　坂元　　崇
　（代理）　福田　金吾

【ローターアクト委員会】
　（長）谷川　辰巳 　（副）指山　　立
　委員／松本　英介、平尾　幸一
　　　　岩崎　正俊 
　［上期事業報告］
 7月 8日㈮　 ボウリング例会（パラダイス

ボウル、出席者 他サークル含
め21名）

10月 2日㈰　 公式訪問例会（ホテルオーク
ラ、出席者15名）

11月26日㈯　地区大会（アクター1名参加）
12月16日㈮　 ロータリアン卓話例会（長崎

国際大学、出席者8名）
　コロナの感染状況を踏まえながらの活動
ではありましたが、定期的に例会等の活動
を実施することができました。7月時点で、
新会員10名程度の入会がございましたが、
各例会等への参加につなげることができず、
今後はロータリアンとローターアクターが

しっかりと協力しながら、活動の意義等の
落とし込みを図り、より充実したクラブ活
動を行えるよう努力したい。

　［下期事業計画］
 3月　卒業記念パーティー　　　
 4月　新入生向けRAC説明会
 5月　特別卓話　活動内容会議
 6月　 地区年次大会　特別卓話　役員交代

式
1． ローターアクト活動を通して、ロータリ

ー精神の青少年育成の目的をローターア
クターに理解してもらう。

2． 長崎国際大学ローターアクトクラブの例
会をはじめとする活動を支援すると共
に、ローターアクターの会員増強に寄与
できる支援を行う。

3． ローターアクトに係る活動への参加を通
して、ロータリアン自身の視野を広める。

4． 上記の行事以外に月2回の例会を開催す
る。（コロナの感染状況次第で変更の可
能性有り）

【インターアクト・青少年活動委員会】
　（長）草津　栄良　（副）松尾　　貴
　委員／中島　祥一、橘髙　克和
　　　　山下　尚登、内海　暢邦
　［上期事業報告］
西海学園インターアクトクラブ上期活動報告
 1）校外清掃
 2）福祉活動（全盲者介護体験）
 3）手話活動
　上期につきましては、インターアクトク
ラブといたしまして上記の活動を行いまし
たが、コロナウイルス感染状況が不安定な
ことから、佐世保ロータリーとして活動に
参加することはできなかったことは残念に
思います。
　下期は、オープンな活動ができない場合
の対策を相談しておく必要があると思いま
す。
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　［下期事業計画］
 1）校外清掃
 2）街頭募金（佐世保市交通遺児募金）
 3）福祉活動（車いす介護）
 4）手話活動
　下期においては、上記の活動を計画致し
ておりますが、コロナウイルス感染状況を
考慮し、実施できるかを判断して参ります。
なお、実施日時については現状未定です。

■会員増強委員会
　委員長　池田　真秀

【会員増強・職業分類委員会】
　（長）長野　哲也　（副）内海　暢邦
　委員／佐々木秀也、梅村　良輔
　　　　長富　正博
　［上期事業報告］
　今年度上半期の会員増強は減1名でした。
　職業分類の追加は有りませんでした。
　期首74名　　入会2名　　退会3名
　12月31日現在73名　1名減
　入会者
　◦2022.07.06　梅村尚一郎
　　㈱梅村組　代表取締役社長
　　職業分類／建築
　◦2022.11.09　前田　真一
　　いちよし証券㈱　福岡支店　支店長
　　職業分類／証券業
　退会者
　◦2022.08.31　井手　孝邦
　　井手税理事務所　所長
　◦2022.9.30　船場　昭裕
　　いちよし証券㈱　佐世保支店　支店長
　◦2022.12.31　岡　　英樹
　　㈱正義堂　取締役会長

　［下期事業計画］
　上期に面会・電話等で入会をお勧めした
会員候補に再度面会を試み、会の魅力をお
伝えし直す活動に努めます。会員候補の中
にはいつかは入会したいと考えていますが、

今ではないという様な返答を頂く事もあり
ます。場合によっては当委員会だけでなく
会員の皆様へも勧誘活動のご協力をお願い
する事もあるかと思います。皆様のお力を
借りながら会員増強に努めて参ります。

【ロータリー情報・文献記録委員会】
　（長）古賀　　巖 　（副）河原　忠徳
　委員／ 福田　金治、大神　邦明
　　　　（岡　　英樹）
　［上期事業報告］
　2022年-2023年度上期は、新会員オリエン
テーションと例会での3分間情報及び新会員
研修会を以下の内容にて行いました。
　3分間情報は、7月の1回目が委員長、2回
目以降は、入会3年未満の会員の方に担当し
て貰いました。
　新会員研修会は、以下に記載の3名の方々
にお願いし、快く引き受けていただきまし
た。
　新会員研修会の反省点：計画書作成の際、
講師の時間割り当ての確認を怠っていたた
め、当日、加納さんが担当される時間が少
なくなっていた。（当日、円田さんと同じ時
間に調整を行いました）
◦新会員オリエンテーション
10月12日㈬　 例会終了後、新会員オリエン

テーションを行いました。（い
ちよし証券　前田　真一さん）

◦3分間情報
 7月20日㈬　3分間情報 担当者 古賀　　巖
11月16日㈬　3分間情報 担当者 出端　隆治
◦新会員研修会
11月10日㈬　16：00〜18：00
　　　　　会場：ホテルフラッグス九十九島
　　　　　部屋：サクラメント
　　　　　出席者：14名
　　　　　講師：パストガバナー　福田　金治
　　　　　　　　パスト会長　円田　　昭
　　　　　　　　パスト会長　加納洋二郎
　スクリーン・プロジェクター未使用
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　［下期事業計画］
　引き続き、奇数月の第3回例会において、
3分間情報を担当します。
　（入会3年未満の会員の、入会順にお願い
する予定で、1月は中島　顕さん　3月長野　
哲也さん、5月内海暢邦さんの予定）
　新会員オリエンテーション
　新会員候補者があった場合、その都度新
会員オリエンテーションを実施します。
　2022年版手続要覧・標準ロータリークラ
ブ定款の変更に伴い、佐世保ロータリーク
ラブの定款細則の見直しを行います。
　日本語訳が出来上がる、2月ごろから作業
に入る予定です。
　12月末の、岡　英樹会員の退会により、
委員が、福田金治さんと大神邦明さん2名の
構成になります。

■公共イメージ委員会
　委員長　松尾　文隆
　［上期事業報告］
　佐世保RCのホームページを
数十年ぶりにリニューアルい
たしました。
　令和4年8月20日、地区の公共イメージセ
ミナーに参加、 各クラブの公共イメージ向
上を図るため、奉仕活動の状況を地区ホー
ムページに掲載することを推奨され、70周
年記念事業の九十九島清掃活動及び3件の寄
付事例を掲載いたしました。（西海学園に楽
器・長崎国際大学PCR検査器具・佐世保市
防寒対策グッズ）
　［下期活動計画］
　上期の事業と合わせて、上期は機会を得
なかった、各委員会の奉仕活動の際、報道
機関との連携を図り佐世保RCの地域貢献度
イメージ向上に努めて参ります。

【クラブ会報・広報委員会】
　（長）吉田　英樹　（副）中島　　顕
　委員／船越　　温、中村　真弥
　　　　大塚　隆夫、庭木　香充

　［上期事業報告］
　コロナ禍が徐々に終息しつつあるようで、
当初予定を大幅に修正することなく委員間
で公平に週報原稿作成の役割分担をするこ
とができ、また円滑に週報原稿作成も行え
るようになりました。
　SK-iさん、福田幹事、事務局山田さんの
ご協力のもと、週報を通じてメンバーの皆
様に例会内容や事業活動をお伝えすること
ができたのではないかと思います。

　［下期事業計画］
　上期と同様、週報を通じて例会内容や事
業活動をメンバーの皆様方にお伝えしたい
と思います。
　ゲストの卓話等の原稿入手に戸惑うこと
がありましたので、この点を下期において
は工夫したいと考えております。また、コ
ロナの終息状況を見て、適宜報道機関に情
報提供するなど広報に努めたいと思います。

■ロータリー財団委員会
　委員長　大神　吉史

【財団・米山・補助金委員会】
　（長）坂本　　敏　（副）中川　知之
　委員／田中丸善保、安部　直樹
　　　　髙田　俊夫、（井手　孝邦）
　［上期事業報告］
11月13日㈰　 ロータリー財団セミナー参加
11月30日㈬　 ロータリー財団月間としての

例会卓話
　　　　　　 卓話者　公益財団法人ロータ

リー米山記念奨学生
　　　　　　林　威逸（リン　ウェイイ）
寄付　本年度上期実績
◦特別寄付
　ロータリー財団
　 ポリオプラス寄付（例会場ワンコイン

BOX）$246.52　34,020円
　ロータリー米山記念奨学会
　特別寄付1名　大神邦明さん　100,000円
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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

（今週の担当：中村　真弥）
（カメラ担当：大塚　隆夫）

＊今後の例会予定＊ 
 1月18日 佐世保観光コンベンション協会
 事務局長　蓮田　　尚 様
　　25日 親子いこいの広場もくもく
 代表　数山　有里 様
 2月 1日 陸上自衛隊　水陸機動団長兼相浦
 駐屯地司令　梨木　信吾 様
 　　8日 西海みずき信用組合　地域振興室
 副室長　西信　好真 様
　　15日 創立72周年記念日例会
　　22日 新会員卓話　梅村尚一郎 さん
 （㈱梅村組　代表取締役社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊ 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。

◦クラブ寄付
　ロータリー財団　年次基金
　上期1人$1（138円）　$74　10,212円
　新会員@$10　$20　2,760円
　ロータリー米山記念奨学会
　上期@1500　74名　111,000円

　［下期事業計画］
 3月　米山記念奨学生「修了式」　歓迎会
　　　ロータリー財団：150ドル／人
　　　米山記念奨学：16,000円／人


