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回例会

日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 49 名・免除者欠席 13 名・欠席 17 名・ビジター 0 名 ・出席率

62.03 ％

《10月24日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 57 名・免除者欠席 7 名・欠席 15 名・メークアップ 15 名・修正出席率 100.00 ％

地区大会実行委員会
地区大会実行委員会を開催しました。

■RI第2740地区ガバナー
福田 金治

■救護委員会
委員長 髙田

俊夫

地区大会実行委員会風景

■地区大会実行委員長
橘髙 克和

■記念ゴルフ委員会
委員長 米倉洋一郎

例会記録
○国歌「君が代」
○ロータリーソング「我らの生業」

会
■大会SAA
中村 徳裕

■交通対策委員会
委員長 大神 吉史

■ハワイ短期留学委員会
副委員長 安部 雅隆

■総務委員会
委員長 黒木

■エクスカーション委員会
委員長 坂元
崇

■広報･記録委員会
委員長 平尾 幸一

政純

長

挨

拶

会長 古賀
巖
いよいよ来週は待ちに待った地
区大会です。
約1,200名の登録を頂いて、佐
世保に第2740地区内のロータリ
アンをお迎えします。
連日会議や準備を続けておられ
るところで、突然、役目が回って来た方もいらっ
しゃるようですが、何とかご協力頂いて当日を迎
えられるようにお願いします。
式典の進行も、間際になってステージ進行責任
者が変更になり時間がなく大変だと思いますが、
ギリギリまで見直しや微調整をして作りあげてい
ただきたいと願っております。
2～3日前に電話があり、進行を検討した結
果、やはり懸念されていた時間の不足があって、
色々な部分の時間の見直しをしておられます。
私の挨拶も登場から席に戻る迄、1分30秒だそ
うです。式典の成功が第一ですので、全体を見て
遠慮せずにどんどん調整をして頂きたいと考えます。
もう1週間しか無く、準備万端というには程遠
いかも知れませんが、佐世保RCならではの「お
もてなしの気持ち」を根底にして、ロータリアン

（1）

をお迎えできれば、きっと理解して頂けることと
思います。
この1週間が、最近では最もハードな1週間に
なると思いますが、よろしくお願いします。
さて、本日の例会は、先々週に引き続き地区大
会準備例会です。大会前、最後の説明をしていた
だきます。皆さまのお力を集結させて大会に臨み
たいと考えておりますので、どうかどうかよろし
くお願い致します。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
会長 千葉まさこさん

１．諫早南RC
幹事交代のお知らせ
氏名／酒井 郁子（さかい いくこ）
職業分類／司会業
勤務先／ドリーム ビクトリー（代表）

委員会報告
草津

髙田 俊夫さん
私の投稿した文章が『ロータリーの友11月号』
に採用されました。感謝の気持ちでニコニコします。

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

２．第2690地区（岡山市）
ガバナー 末長 範彦さん
平成30年7月 西日本豪雨被害義援金のお礼

ローターアクト委員会
委員長
11月13日㈫の長崎国際大学
R A C例会の開始時刻と会場が、
変更になりましたのでご報告いた
します。

遠田 公夫さん
髙田俊夫先生、『ロータリーの友』への投稿あ
りがとうございました。11月号は第2740地区の
投稿が4つ、大村の研修会の記録特集、さらに、
俳句や川柳などオンパレードでした。
友委員として顔が立ちました。

計

18,000 円
410,000 円

＊11月 例会卓話者予定＊
11月14日 長崎国際大学RAC会員
		 木村

綾佑さん

11月21日

名誉会員
陸上自衛隊水陸機動団長 兼
相浦駐屯地司令 青木 伸一 様

11月28日

米山奨学生

栄良

パク キ ヨ ン

		 朴基栄さん
（長崎国際大４年・男性）

＊地区大会 慰労会の開催について＊

ニコニコボックス
親睦活動委員会 福田 金吾
福田 金治 ガバナー、増本 一也 地区幹事
橘髙 克和 地区大会実行委員長
いよいよ地区大会まで9日となりました。本日
も例会の貴重な時間を頂戴して、実行委員会を開
催させていただきます。皆さまにおかれまして
は、最後の最後までどうぞご協力のほどよろしく
お願いいたします。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、黒木 政純さん
富永 雅弘さん、井口 東郎さん
有薗 良太さん、田中丸善弥さん
福田 金治さん、橘髙 克和さん
今月号の『ロータリーの友』60ページに髙田
俊夫会員の投稿が掲載されています。髙田先生の
長年の医療活動に裏付けられた名文です。皆さま
に味わっていただきたく、ニコニコします。

クラブ会報委員会
（2）

委 員 長
副委員長

大神
黒江

日時／12月1日㈯ 18:30〜
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス
会費／無料
＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月20日㈫ 16:10〜
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

次回例会

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：安部
（カメラ担当：長浜
吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

雅隆）
陽介）

