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回例会

NO

1

日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 57 名・免除者欠席 10 名・欠席 12 名・ビジター 4 名 ・出席率

72.15 ％

《6月20日》会員数 81 名（出席免除会員 24 名）
・出席 62 名・免除者欠席 8 名・欠席 11 名・メークアップ 11 名・修正出席率 100.00 ％

古賀新体制スタート！！

■奉仕プロジェクト委員会
委員長 円田 浩司
◯職業奉仕委員会
（長）中川

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」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。
----------------------------------------------------■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

◯ロータリー情報・文献記録委員会
（長）有薗

良太 （副）遠田

公夫

以下P29をご参照ください。

----------------------------------------------------■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

金吾

◯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

以下 P24をご参照ください。

知之 （副）菅沼宏比古

◯社会奉仕委員会
（長）坂元

崇 （副）高畑

和憲

◯国際奉仕・姉妹クラブ委員会
（長）納所

佳民 （副）川口

博樹

以下 P26をご参照ください。

----------------------------------------------------■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

以下 P27をご参照ください。

----------------------------------------------------■公共イメージ委員会
委員長 筒井 和彦
◯クラブ会報・広報委員会
（長）大神

吉史 （副）黒江

章雄

◯雑誌委員会
（長）長富

正博 （副）井口

東郎

以下 P30をご参照ください。

----------------------------------------------------■ロータリー財団委員会
委員長 黒木 政純
◯補助金委員会
（長）溝口

尚則 （副）松尾

貴

◯資金推進・財団・米山委員会
（長）西田

勝彦 （副）中村

徳裕

以下 P31をご参照ください。
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例会記録
○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
佐世保南RC
角
佐世保西RC
副島
佐世保中央RC
牛島
指山

会

長

挨

康隆さん
洋平さん
義亮さん
康二さん

拶

会長 古賀
巖
今日から、我が佐世保クラブの
新しい1ページが始まります。
身が引き締まるばかりであります。
まず、土曜日の役員交代式は、
14年ぶりに遠征で福田ガバナー
激励会を兼ね、玉名温泉で開催
させていただきました。51名もの参加をいただ
きました。さらに、役員交代式記念ゴルフも、
大雨でハーフプレイになりましたが、28名の参
加をいただきましたし、先だって行われた囲碁
将棋倶楽部も滞りなく開催できましたことに心
より感謝申しあげます。2日目の観光バスも、皆
さんに楽しんで喜んでいただいたとのことで、
改めて、ご準備いただいた円田クラブ管理運営
委員長、吉田親睦委員長、福田金吾親睦副委員
長、平尾SAAの皆さんに感謝申しあげます。
さて、本年は佐世保クラブから、15年ぶりに
福田金治さんをガバナーとして輩出しております。
11月の地区大会に向けての準備が本格的になっ
てまいります。是非とも会員一丸となって臨ん
でいただきたいと思います。佐世保クラブの前
期の活動は、そのサポートつまり支援が中心に
なってくるのではと考えています。地区内のロ
ータリークラブの方々から、どのような形で、
どのような運営で、どのようにホストクラブと
しての役割を果たしていくのか注目を集めてい
るのは間違いありません。先輩が築いてこられ
た佐世保クラブの68年間の評価を汚すことのな
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いように努力していかなければなりません。
我がクラブには優秀な人材が豊富におられま
す。しかし、決して一部の方だけの地区大会で
はなく、我がクラブの特徴でもある会員一丸と
なる姿を、会員全員の英知を集結する姿を、会
員全員でおもてなしする姿を、地区内に見てい
ただこうと考えています。その実現、成功に向
けて積極的にサポートしてまいります。
次に、地区事業ばかりでなく、クラブ事業も
例年と同じくたくさん控えております。日頃の
クラブ事業･クラブ活動のスムーズな運営･遂行
にも努めてまいりますので、理事･役員をはじめ
会員の皆さまのお力を最大限お貸しいただける
ようお願い申しあげます。私は、この佐世保ロ
ータリークラブに入会させていただき、20年に
なりましたが、まだまだ研鑽が足らないことば
かりで、皆様のご協力無しではこの重責を全う
することは出来ません。この一年間、伝統ある
我が佐世保ロータリークラブの1ページを刻むこ
とが出来るのは、この上ない光栄なことであり
ますが、その責務の大きさを、ますます実感し
ておるところですので、どうかご協力をよろし
くお願い申しあげます。これから1年間、幹事･
副幹事とともに、また理事役員一丸となって精
一杯務めさせていただきます。

幹 事 報 告
幹事

大久保利博

１．第2740地区2017-18年度
ガバナー
駒井 英基さん
地区幹事
笠
慶宣さん
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
（お礼）
6月末日をもちまして閉鎖
8 月20日㈪まで当事務所直前ガバナー事務所
として開設
２．第2740地区ガバナー
福田 金治さん
地区会計長
井手 孝邦さん
2018〜19年度 地区資金
（前期分）
送金のお願い
３．第2740地区
ロータリーの友 地区委員 遠田 公夫さん
ロータリーの友 編集部より下記4件について、
お知らせ頂きたいとの要請
①ク ラブ運営で何かユニークな取り組みをし
ていませんか？
②会 員増強や会員維持に関して独自の活動、
もしくは創意工夫はされていませんか？
③動物にまつわる奉仕活動はされておりますか？

④『 友』誌に対するご質問、ご意見（内容、
見た目など)、ご要望（今後読みたい特集・記
事など）
がございましたらお申し出ください。
４．佐世保南RC
幹事 作元 誠司さん
福田金治ガバナー激励会の受付のお願い

委員会報告
■親睦活動委員会
委員長 吉田 英樹
去る6月30日に遠征しての役員
交代式及び記念懇親会を熊本県
玉名市で開催いたしました。親
睦活動委員会の最初の事業とい
うこともあり、行き届かない点
が多々あったと思いますが、皆
様のご協力のもと、無事終了することができま
した。ありがとうございました。
各テーブル毎にニコニコボックスを置かせて
いただいております。古賀会長、大久保幹事、
及び福田ガバナー、増本地区幹事に対して1年間
頑張ってくださいという趣旨でニコニコをお願
いします。
■ローターアクト委員会
委員長 草津 栄良
第173回例会報告
日時／平成30年6月28日㈭
19:00〜
出席者名／
 富永会長、坂元幹事、
古賀次年度会長、木村委員長、
長浜副委員長、赤木さん、安福さん、草津
ロ
 ーターアクト／金会長、三原副会長、仲野幹事
卓話者／国際大4年 杉山さん
演題／「学生起業について」
金会長より諸事情により韓国へ帰国するため
会長を続けることが不可能となったとのこと。
そのため、三原副会長が会長へ、瀧口会計(会長
経験者)が会長補佐、仲野幹事はそのまま。まず
は体制構築より支援。
7月例会は未定。7月12日青少年奉仕委員会合同
顔合わせにて確認する。
■社会奉仕委員会
委員長
海をきれいに「ビーチクリーン
アップ」への参加依頼
日時／平成30年7月16日
（月・祝）
8:30集合 雨天決行
9:00から1時間

坂元

崇

集合場所／九十九島パールシリゾート
実施場所／鹿子前
現在13名の方が参加予定です。メークアップ
になりますので、多くの皆様のご参加をお願い
します。
■インターアクト・青少年活動委員会 木下
インターアクト年次大会が平
成30年7月28日㈯、ガーデンテラ
ス佐賀にて開催されます。西海
学園インターアクトクラブメン
バー、顧問の林田先生、木下に
て出席します。後日、その内容
については報告します。

貴夫

その他の報告
■地区大会実行委員会
委員長
例会終了後に打ち合わせを行
っております。何かご質問があ
りましたら松尾慶一さん、中村
徳裕さん、納所佳民さんへ連絡
をお願いします。
■地区大会実行委員会
懇親委員会
委員長
来週7月11日㈬13:30より第1回
委員会を地区事務所にて行いま
すので、委員の皆様のご出席を
お願いします。

橘髙

克和

芹野

隆英

ニコニコボックス
親睦活動委員会 委員長 吉田 英樹
佐世保南RC 馬郡 謙一さん、角
康隆さん
富永雅弘会長、中村徳裕副会長、坂元 崇
幹 事 1 年 間 ロータリー活動ご苦労様でした。
今年度古賀 巖会長、松尾慶一副会長、大久保
利博幹事におかれましては長丁場の1年間になり
ますが健康にご留意され頑張ってください。
古賀会長はロータリー活動は勿論の事、ゴルフ
には積極的に参加され、副会長、幹事の元で技
術向上を期待します。今年度貴クラブの発展をご
祈念申しあげます。また、2740地区においては
福田金治ガバナー、増本一也幹事に1年間お世話
になります。
佐世保西RC 会長 副島 洋平さん
今期佐世保西RC会長を拝命しております副島
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と申します。日頃より福田ガバナー、古賀会
長、大久保幹事にはお世話になっております。
今期のガバナー公式訪問は佐世保RCさんとの合
同での開催と聞いておりますので楽しみにして
おります。本日はよろしくお願い致します。
佐世保中央RC 指山 康二さん、牛島 義亮さん
ハワイ会、古賀会長、大久保幹事の一年間の
ご健闘を祈念してニコニコします。
国際ロータリー第2740地区
福田 金治ガバナー、増本 一也 地区幹事
いよいよガバナー年度が始まりました。1年間
ご支援、ご協力をお願いします。

円田
昭さん
玉名で行われた役員交代式記念ゴルフ大会にて、
降雨の為ハーフで成立したおかげで優勝してし
まいましたのでニコニコします。
また、本年度古賀会長以下スタッフの皆様の
ご活躍を祈念申しあげます。
橘髙 克和さん、有薗 良太さん
役員交代式記念ゴルフ大会にて入賞(2位･3位)
致しましたのでニコニコします。
田中丸善弥さん
誕生月のお祝いありがとうございます。

◇

古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事
1年間どうかよろしくお願い致します。

ニコニコボックス
テーブルBOX

富永 雅弘さん
記憶に残る役員交代式となりました。お世話
いただいた皆様に感謝いたします。古賀会長、
大久保幹事、廣瀬副幹事のご健勝を祈念いたし
ます。
平尾 幸一さん
今年度SAAを務めさせていただきますが、6月
30日の役員交代式の司会進行に不手際がありま
した。富永雅弘パスト会長、古賀 巖会長をはじ
め、ご出席の皆様にご迷惑をおかけしました。
前年度クラブ会報･広報委員会
筒井 和彦さん、德川 晃尚さん
1年間、何とか週報を発行することができまし
た。富永雅弘前会長をはじめクラブ会員の皆さ
ん、事務局の山田さん、中村徳裕さん、SK-iの
皆様に感謝申しあげます。
髙田 俊夫さん
来週卓話の予定です。よろしくお願いしま
す。尚、黒木先生、溝口先生の卓話の時忘れて
いましたので、併せてニコニコします。
増本 一也さん
角 康隆さん、副島洋平さん、牛島義亮さん、
指山康二さんのご来訪を歓迎して。

クラブ会報委員会
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委 員 長
副委員長

大神
黒江

合
計
合
計
本日合計

31,000円
24,000円
55,000円

累

55,000円

計

＊7月 例会卓話者予定＊
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。
＊R AC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。

（今週の担当：大神
（カメラ担当：黒江
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

吉史）
章雄）

