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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）

会　長：富永　雅弘　　　幹　事：坂元　　崇
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

た。先人の尽力に感謝し、今後ともこの良き伝
統を継続していく事が大切だと考えます。
　最後になりましたが、会員の皆様をはじめご
家族、そして「ローターアクト」「インターアク
ト」など関係の皆様へ心より感謝を申しあげ、
最終例会の会長挨拶といたします。
　1年間ありがとうございました。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
　佐世保南RC	 池内　章雄さん
○例会風景

	 幹事　坂元　　崇
１．大村ロータリークラブ
　「	週報No.39-41」が届いております。

２．佐世保市海の日協賛会	会長　朝長　則男	様
　	海をきれいに“ビーチ･クリーンアップ”への参
加ご協力について（お願い）
　　日時／平成30年7月16日（月･祝）	8:30集合
　　　　　雨天決行・荒天中止
　　集合場所／九十九島パールシーリゾート
　　清掃活動／午前9時から1時間程度
　　実施場所／鹿子前地区

	 会長　　富永　雅弘
　皆様のご指導、ご協力により
最終例会を迎えることができま
した。今日までの47回の例会を
運営していただいた「SAA」「出
席･例会委員会」「親睦活動委員
会」「プログラム委員会」「クラ
ブ会報委員会」の皆様には厚く御礼申しあげま
す。また「3分間情報」「雑誌の時間」「歌の時
間」などを担当していただいた皆様にも心より
感謝いたします。
　例会での「会長挨拶」では出来るだけロータ
リーに関する話題を心掛けました。会員の皆様
は、業界関係やその他各種団体などの会合･講演
会などで様々な話題に接する機会があると思い
ます。そこで「ロータリーの例会ではロータリ
ーの話をしよう」と考えました。先輩の会員の
皆様には物足りない内容だったと思いますが、
おさらい･復習の意味で受け止めていただいたも
のと感謝しています。
　水曜日の例会後は今日の反省をし、次週の話
題を考え、週明け月曜日からは資料を集め原稿
を書き推敲をします。水曜日の朝に最終の原稿
を完成させ声に出して読み上げ、例会前に最終
の確認をして「会長挨拶」に臨みます。1年間こ
の繰り返しでした。「指定休会」などがあると、
このリズムが崩れてしまい心身共に違和感を感
じるようになっていました。明日からは「リハ
ビリ」に励みたいと考えているところです。
　「佐世保ロータリークラブ」の会長を経験して
様々なことに気付きました。「地区」「グループ」
「市内8クラブ」などの会合に出るたびに、「佐
世保ロータリークラブ」の存在の大きさが分か
ります。その歴史や功績は勿論のこと、クラブ
の雰囲気や団結力を再認識することが出来まし

会　長　挨　拶
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■地区大会実行委員会
大会幹事　納所　佳民

　例会終了後、委員会を開催致
します。ご出席の程、宜しくお
願い致します。

朗遊会幹事　大久保利博
　6月30日㈯、朗遊会を開催いた
します。多くの皆様のご参加を
よろしくお願いします。

	 親睦活動委員会　椎山　　昇
○結婚記念月のお祝い
　森　　信正・佳崇子さん	ご夫妻（15日）
　富永　雅弘・美智子さん	ご夫妻（18日）
　高畑　和憲・昌代　さん	ご夫妻（24日）

	 出席・例会委員会　草津　栄良
○ホームクラブ出席100％
　米倉洋一郎さん、髙田　俊夫さん
　坂元　　崇さん、安福　竜介さん

	 親睦活動委員会　坂本　　敏
佐世保南RC　池内　章雄さん
　佐世保南RCから参りました。よろしくお願い
致します。

岩﨑　友晴さん
　誠に残念ではございますが、
この度7月1日付の人事異動で九
州電力㈱相浦発電所から転出する
こととなり、佐世保RCも退会さ
せていただくこととなりました。
　1年間という短い期間ではございましたが、
不十分ながらもロータリーの精神を理解するこ
とができ、非常に良い経験をさせて頂きまし
た。転出先は大分県玖珠郡九重町の八丁原発電所
（地熱発電所）です。
　皆様ご承知のとおり、九重町と佐世保市は姉
妹都市でありまして、不思議なご縁を感じてお
ります。また九重町には温泉やゴルフ場などが
多くありますが、佐世保市民の運転免許証等を
見せると割引がなされるとも聞いています。
　同町でお待ちしておりますので、ぜひお越し
いただければと思います。

■2018-19年度会長	 古賀　　巖
　7月6日㈮18:30より九十九島ベ
イサイドホテル＆リゾートフラッグ
スにおいて、福田金治ガバナー
激励会が開催されます。現在39
名のご出席でご返事を頂いていま
す。さらなる上乗せが出来る様に
出席をお願いします。

■次年度親睦活動委員会	 委員長　吉田　英樹
　いよいよ今週末の土曜日、役
員交代式のために玉名に向けて
出発致します。
　つきましては2,	3の確認事項・
注意事項を申し上げます。
　　　　〜中略〜
　楽しい交代式・記念懇親会としたいと思いま
すので、よろしくお願い致します。

■ローターアクト委員会	 委員長　木村　公康
　明日、28日㈭19:00よりホテル
オークラにて、今年度最終例会
を行います。お時間があられる
方はご参加いただきますようお
願い申しあげます。

ニコニコボックス

委員会報告

慶　　　祝

退 会 挨 拶

朗遊会より
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◎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。
-------------------------------------------------------------

■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

◯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

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

■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

◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）大神　邦明　（副）前田　恭宏
-------------------------------------------------------------

■クラブ広報委員会
　　委員長　吉田　英樹

◯クラブ会報・広報委員会
　（長）筒井　和彦　（副）德川　晃尚

◯雑誌委員会
　（長）石田　謙二　（副）河原　忠徳

富永　雅弘	会長、坂元　　崇	幹事
池田　真秀	副幹事
SAA	 米倉洋一郎さん
クラブ奉仕･管理運営委員会	 円田　浩司さん
出席･例会委員会	 平尾　幸一さん
親睦活動委員会	 坂本　　敏さん
プログラム委員会	 松尾　　貴さん
　一年間ありがとうございました。
　
廣瀬　章博さん
　当社で運営しておりますブリックモールサセボ
が、佐世保商工会議所マガジンに取材を受け掲
載されましたのでニコニコします（まだまだ店舗
の空きもありますので）。
　
石田　謙二さん
　先週の囲碁･将棋大会で大神吉史会員の息子さ
ん（小5）と将棋で対戦しました。あろうことか、
私が勝ったのですが、大神さんの息子さんはよ
ほど悔しかったのか、私の目の前で目元をうる
うるさせ、席を立ってしまいました。対戦途中
のアドバイスもあったのですが、あえて真剣勝
負をしました。その結果が前述の光景です。で
も大きく成長してくれると信じます。

富永　雅弘会長、高畑　和憲さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

	 ソングリーダー　黒木　政純
「夏は来ぬ」合唱
　　　作詞：佐佐木信綱　		作曲：小山作之助

1896年5月、『新編教育唱歌集（第五集）』にて発表。
2007年に日本の歌百選に選出。
卯の花（ウツギの花）、ホトトギス、五月雨、田植えの早
乙女、橘、蛍、楝（おうち）、水鶏（くいな）といった初夏
を彩る風物を歌い込んでいる。

■2017-18年度会長
　　　　　　　　富永　雅弘
　「	クラブ現況、活動計画および
報告書」をご覧ください。

＊7月  例会卓話者予定＊	

７月11日	 会員卓話	 髙田　俊夫さん

７月18日	 させぼ観光大使	 大川美奈子	様
	 	 馬渡　彩加	様

７月25日	 第5グループガバナー補佐訪問・
	 クラブ協議会
	 	 山﨑　		弘	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10日㈫　16:10〜
　　　７月17日㈫　16:10〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
7月例会　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。

歌の時間

◇

ニコニコボックス	 合　　計	 13,000円
テーブルBOX	 合　　計	 17,000円
	 本日合計	 30,000円
	 累　　計	 1,179,000円

クラブ協議会クラブ協議会
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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

（今週の担当：川添　秀則）
（カメラ担当：筒井　和彦）

2018〜2019年度　役員交代式 とき／平成30年6月30日㈯　会場／司ロイヤルホテル（玉名市）

2018〜2019年度　記念懇親会 とき／平成30年6月30日㈯　会場／司ロイヤルホテル（玉名市）
平成30年7月１日㈰　ゴルフコンペ、柳川観光

2017〜2018年度
会長挨拶

富永 雅弘さん

司会
会場監督

平尾 幸一さん

ガバナー挨拶
福田 金治さん

閉式の辞
クラブ管理運営委員会委員長
円田 　昭さん

開式の辞
2017〜18年度 副会長
中村 徳裕さん

2018〜2019年度
会長挨拶

古賀 　巖さん
前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈

「お疲れ様でした」

新役員、理事並びに監事紹介

司会
親睦活動委員会委員長
吉田　英樹さん

一本締め
会長エレクト

木村 公康さん手に手つないで（ソングリーダー黒木政純さん）

新会長挨拶
古賀 　巖さん

2日目　ゴルフ組

乾杯
安部 直樹さん

2日目　観光組（柳川川下り）

鐘の伝達

役員交代式記念ゴルフ大会表彰


