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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 0 名 ・出席率

72.15 ％

《12月12日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 56 名・免除者欠席 10 名・欠席 13 名・メークアップ 13 名・修正出席率 100.00 ％
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会長 古賀
新年明けましておめでとう
ございます。
今年もご指導ご鞭撻ご協力
をよろしくお願いします。
まずは、本日1月理事会を開
催しましたので、ご報告します。

巖

〔理事会報告〕
１．第6回理事会議事録の確認について
【承認】
２．観月例会収支報告について
【承認】
３．2018-19年度上期決算について 【承認】
４．2018-19年度地区大会姉妹クラブ接待収
支決算書
【承認】
５．第2740地区クラブ活性化の9つの手順ア
ンケート
【承認】
６．長 寿祝賀会記念品継続審議及び出席状
況について
【承認】
７．新会員候補者について
【承認】
８．創立68周年記念例会について 【承認】
９．２月例会プログラムについて 【承認】
10．第８回理事会日程について
【承認】
日時／2019年2月6日㈬ 11：00〜
会場／佐世保玉屋7階 玉昇庵
11．その他
【承認】
①台南RC創立65周年記念式典訪問につ
いて
②台南RC創立65周年記念式典訪問時の

お土産並びにご夫人参加者負担金に
ついて
明日からは、台南RCの65周年記念式典に
総勢20名の皆さんで、出席して参ります。
今回は、姉妹クラブ締結更新も予定されて
います。新年早々、大変お忙しい中にご参加
いただき心より感謝申しあげます。
さて本日は、クラブ協議会になっており
ます。
1年間の丁度折返しの例会でもありますの
で、まさしく前半戦を振り返り、これから
の後半戦に繋げていきたいと思うところで
あります。
今年度は11月に地区大会がありましたの
で、相当中身の濃い半年でありました。
常に、我が佐世保RCのことを第一義に考
え、私自身が、クラブの為にどうあるべき
か、会員の為にどうあるべきか、また、ガ
バナー輩出クラブとして、市内8クラブはも
ちろんのこと、地区内のクラブのみなさん
に対しても、佐世保RCがどうあるべきかを
心がけて参りました。
皆様のご協力をもって、無事地区大会を
終えることが出来た、と心の底から感じて
おります。
この半年間で、10年分のロータリー活動
をやったような感じがしています。

例会記録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
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幹 事 報 告

委員会報告

副幹事 廣瀬 章博
１．国際ロータリー日本事務局  経理室
2019年1月のロータリーレートは、
1ドル＝112円です。
（参考：12月＝112円）

国際奉仕・姉妹クラブ委員会
委員長 納所 佳民
皆様、新年明けましておめ
でとうございます。明日10時
より、台南R C65周年記念式
典に行って参ります。
参加メンバーは、古賀 巖
会長はじめ、福田金治ガバナーを含めて計
16名の会員、同行されるご夫人4名の計20名
で行って参ります。
10日は姉妹クラブの締結更新、11日は記念
式典があります。気をつけて行って参ります。

２．国際ロータリー日本事務局
クラブ・地区支援室 島村 耕介さん
2018年12月末までのRIJO-FAQ配信履歴
を以下の場所にアップロード
https://1drv.ms/f/s!Am5vZ-rEzAfog2aGg
5inEix64hPr
３．国際ロータリーインターアクト研究会
委員長 三木
明さん
第7回全国インターアクト研究会冊子掲載
の活動報告書提出のお願い
（高校IAC宛）
提出日／1月28日㈪ ガバナー事務所まで
４．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
2017-18年度地区資金（後期分）送金のお願い
1月1日現在 会員数の案内
５．第2740地区 ガバナー 福田 金治さん
ガバナーエレクト 千葉 憲哉さん
ロータリー財団委員長 西川 義文さん
補助金委員長 隅
康二さん
補助金管理セミナーのご案内
日時／2019年2月3日㈰ 12:00受付
会場／L&Lホテルセンリュウ
（諫早市）
クラブ出席対象者／
3名以内 例会用の名札持参
 次年度会長・幹事・R財団委員会・事
務局員等
提出締め切り／2019年1月25日㈮必着
６．第2740地区 IT公共イメージ向上委員会
委員長 久保 泰正さん
1月1日㈫ 付けの各クラブMy Rotaryアカ
ウント登録率及び Rotary Club Centralに
ついて
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ニコニコボックス
親睦活動委員会 椎山
昇
北野 慎司さん
昨年末、A E R Aから雑誌「いちよし証
券」が発刊されました。これは企業研究の
雑誌を一業種一社だけを選んで発行されて
いるもので、証券業界は大手証券ではなく
いちよし証券で発行したいとのオファーに
よって発行されたものです。現在書店にて
販売されておりますが、ご希望の方は20部
持参しておりますので、受付にてご自由に
お持ち帰りください。
◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

1,000 円
558,000 円

クラブ 協 議 会
■会長 古賀
巖さん
まず、半年を振り返ります
と、スタートの役員交代式と
記念ゴルフを、ガバナー激励
会を兼ねて15年ぶりの遠征で
実施させていただきましたが、遠方の玉名
温泉で計画したにもかかわらず、多数のご

参加をいただき、胸をなでおろした次第で
あります。
さらには、11月に地区大会がありました
ので、相当中身の濃い怒涛の半年間であ
り、なんとか、12月の忘年家族会まで無事に
終えることが出来たと感じております。
冒頭の挨拶でも述べましたが、常に、我
が佐世保R Cの事を第一義に考え、私自身
が、クラブの為にどうあるべきか、会員の
為にどうあるべきか、また、ガバナー輩出
クラブとして、市内8クラブはもちろんのこ
と、地区内のクラブのみなさんに対して
も、佐世保RCがまた私自身が、どうあるべ
きかを心がけて参りましたし、理事会にも
臨んで参りました。
地区大会までは、常に、他のクラブの方
から声をかけられていましたし、佐世保RC
が、どのような地区大会をするのか、いか
に注目されていたかという事を強く感じて
おりました。
本当に、この半年間で10年分以上のロー
タリー活動をやったような感じがしており
ますが、まだまだ、半年残っておりますの
で、これからもご協力の程、よろしくお願
い致します。
-----------------------------------------------■奉仕プロジェクト委員会
委員長 円田 浩司

○社会奉仕委員会
（長）
坂元

崇 （副）
山下

委員：佐々木秀也、下田

尚登
弥吉

【上期事業報告】
１．ビーチクリーンアップ
日時／2018年7月16日(月･祝)
場所／九十九島パールシーリゾート
参加人数／22名
当 初の目標の20名を超える22名のメン
バーに参加いただき、九十九島パール
シーリゾート周辺のゴミ拾いを行いま
した。
２．長 崎県共同募金会へ「赤い羽根共同募
金」10,000円寄付
【下期事業計画】
上期に引き続きロータリーの5大奉仕の一
つである「社会奉仕」活動を委員会でしっ
かりと考え、活動します。6月の市民大清掃
「空き缶回収キャンペーン」に多くのメンバ
ーに参加していただけるようメンバー一同
呼びかけてまいります。また、プログラム委
員会への卓話者の協力を行ってまいります。

○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
（長）
納所

佳民 （副）
川口

委員：安部

○職業奉仕委員会
（長）
中川 知之
（副）
菅沼宏比古
委員：玉野 哲雄、中島
髙田 俊夫

るような卓話や、有益な職場訪問を企画・
実施いたします。

直樹、橘髙

博樹
克和

加納洋二郎
【上期事業報告】
祥一

【上期事業報告】
「職業奉仕セミナー」参加
日時／2018年9月8日㈯
会場／武雄センチュリーホテル
参加者／中川 知之
【下期事業計画】
会員の皆様に職業奉仕を考えていただけ

１．2018年11月16日㈮から17日㈯までに行
われた、RI第2740地区の地区大会に台
南RCの会員がお見えになり、当委員会
が中心となって対応しました。
 16日の地区大会の晩餐会に、吳志夏
（SUMMERS）会長はじめ計4名に参加
していただき、翌17日の地区大会には
メンバー9名、ご夫人ご家族6名の計15
名の参加をしていただきました。また、
台南RCからお祝いの品をいただきました
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（ニコニコボックス150,000円、紹興酒

【上期事業報告】
◦7月17日㈫ 18:00

22年物…2本）
。

長崎国際大学

 反省点としては、17日の懇親会終了

出席者8名

後、台南RCの二次会と当クラブの食事

卓話〜ローターアクト会員 瀧口君〜

会が重なり、佐世保RCメンバー全員で

ファッションショーを通して

のおもてなしができなかったことは残

◦10月14日㈰ 18:00

ホテルオークラ

出席者10名

念でした。
２．姉 妹クラブの台南RC及びラホヤRCに

（公式訪問例会）地区代表公式訪問

は国際交流と親睦を図るため、例年通

卓 話〜ローターアクト三原会長〜

り「週報」をお送りしています。

香港の魅力について
ローターアクト地区代表公式訪問
◦10月16日㈫ 18:00

【下期事業計画】
当委員会としましては姉妹クラブとの国
際交流や親睦を更に深める努力をして参り
ます。特に、台南RCの65周年記念式典には
多くの会員でお祝いに参加したいと考えます。
１．台 南R C創立65周年記念式典の参加。
（姉妹クラブ締結日：1970年11月20日
本年度は48年目）
日時／2019年1月10日㈭ 前夜祭
17:00 受付

18:20 開会

2019年1月11日㈮ 記念式典
16:00 受付

17:30 開会

前回、2014年に行われました台南RCの60
周年記念式典には佐世保RCからは会員、家
族及び事務局の合計32名で参加致しまし
た。今回はそれ以上の人数で参加したいと
思います。何卒、皆様のご支援の程お願い
致します。
------------------------------------------------

松尾

栄良

（副）
河原

忠徳

香港の魅力について
卓話〜鹿島RAC樋口君〜 福祉の仕事に
ついて
◦11月13日㈫ 18:00 長崎国際大学
出席者20名
卓話〜㈱九州広告 山㟢

弘子社長〜

広告業について
◦12月21日㈮

クリスマス例会

【下期事業計画】
◦行事予定
2019年1月15日㈫

例会

2月  9日㈯

ボウリング例会(予定)

4月  9日㈫

例会

5月11日㈯

移動例会

6月11日㈫

例会

◦事業の方針並びに目標
１．定期的な例会の開催

４．学びとなることを開催
５．自分のできることの一歩先を行う
６．社 会人と触れ合い、自分の将来につ
いて考える

委員：大神

邦明、増本

一也

安福

竜介、中嶋

徹

赤木

征二
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卓話〜ローターアクト会員 仲野さん〜

３．会員数の増強

文隆

○ローターアクト委員会
（長）
草津

出席者8名

２．失敗を恐れず新しいことへの挑戦

■青少年奉仕委員会
委員長

長崎国際大学

◦長崎国際大学ローターアクトクラブ現況
会長：三原

千明    幹事：仲野

会計：瀧口

瞭    会員：3名

純

○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
委員：田中丸善弥、菅沼宏比古
谷川 辰巳
【上期事業報告】
◦7月6日㈮ 佐世保学園意見発表会参加
出席者／古賀 巖 会長、大久保利博 幹事
◦2018年インターアクト活動
4月
・校外清掃
・校内清掃（ペットボトル破棄対応）
5月
・老人ホーム訪問関係
・校内清掃（ペットボトル破棄対応）
・国際交流練習（茶道部体験）
6月
・街頭募金（熊本地震支援）
・老人ホーム訪問関係
・国際交流練習（茶道部体験）
7月
・街頭募金（西日本豪雨支援）
・年次大会参加（佐賀）
・国際交流練習（茶道部体験）
9月
・街頭募金（北海道地震支援）
・国際交流練習（茶道部体験）
10月
・街頭募金（北海道地震支援）
・校外清掃
11月
・校外清掃
12月
・街頭募金（歳末たすけあい）
◦国 際交流については茶道体験を準備中で
すが未実施、後期にはぜひ実施したい。
◦昨 年は各地で災害が多発したので災害支
援のため、その都度街頭募金を実施した。
【下期事業計画】
◦会員増強、例会の開催、IA指導者研修、
ライラ参加等実施する。
◦校 外清掃活動、老人ホーム訪問、募金活
動支援、他クラブとの交流等をとおして
インターアクトの活動を充実させていき
たい。

◦活動予定
1月
・校外清掃
・老人ホーム訪問関係
2月
・校外清掃
・老人ホーム訪問関係
3月
・募金活動支援金受け渡し
・校外清掃
・老人ホーム訪問関係
◦新年度体制未定
4月 新年度活動未定
◦第7回インターアクト全国大会
ホスト九州4地区合同
日時／2019年4月28日㈰  12:00～18：20
会場／福岡国際会議場
-----------------------------------------------■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
委員：円田 三郎、福田 金治
遠田 公夫
【上期事業報告】
入会者2名
・2018年９月26日 小村 英司
㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長
・2018年12月12日 前田 隆夫
西日本新聞 佐世保支局長
退会者2名
・2018年8月23日 高畑 和憲
㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長
・2018年12月10日 石田 謙二
長崎新聞社 佐世保支社長
年間通して8名入会の目標を掲げておりま
したが、半分にも満たない結果となりまし
たので、下期につきましては目標達成でき
るよう活動してまいります。
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【下期事業計画】
組織活性化と会員数確保のため、上期に2
名の入会がありましたので、当初の目標通
り残り6名の入会を達成し、年間通して8名
の目標を達成できるよう活動してまいります。
○ロータリー情報・文献記録委員会
（長）
有薗 良太 （副）
遠田 公夫
委員：田中丸善保、松本 英介
【上期事業報告】
１．ロータリー3分間情報を奇数月の例会中
に担当しました。
7月 安福 竜介会員
9月 遠田 公夫会員
11月 休み
２．新会員候補者オリエンテーションを実施
しました。
９ 月19日 小村 英司さん
11月28日 前田 隆夫さん
３．新会員研修会を実施しました。
日時／10月24日㈬ 16:00〜17:30
会場／レオプラザホテル佐世保
講師／米倉洋一郎会員
木村 公康会員
遠田 公夫会員
参加／新会員11名 他9名
【下期事業計画】
１．必 要に応じて、新会員候補者オリエン
テーションを実施する。
２．奇数月の例会時にロータリー3分間情報
を実施する。
-----------------------------------------------■RI第2470地区
ガバナー 福田 金治さん
【前期報告】
地区大会について
  参加者評価として音楽隊・艦

クラブ会報委員会
（6）

船見学会・懇親会の食事が良かった。
  他地区ガバナーからの評価として大成功だ
った。
【今期残りについて】
◦IMについて
◦ライラ（インターアクターの参加）
◦九州4地区合同 インターアクト全国大会
◦国 際大会が、2019年6月1日㈯～5日㈬に
ドイツで開催

2019年1月
＊例会卓話者予定＊
1月16日
1月23日

1月30日

クラブ協議会
会員卓話

椎山

昇さん

会員卓話

一瀬

伸彦さん

  
（九十九島ベイサイド ホテル＆リゾート
  フラッグス 取締役総支配人）
  
（株式会社十八銀行 佐世保支店 支店長）

＊地区大会 慰労会の開催について＊
日時／2019年1月19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
バスの時間／
17:40発 十八銀行駅前支店前、17:45発 京町永田ビル前
17:50発 島瀬町野村證券前、17:55発 松浦町永代ハウス前

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2019年1月22日㈫ 16:05〜
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＊

日程／2019年2月9日㈯
ボウリング例会（予定）
＊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。
公共イメージ委員長
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（カメラ担当：橋詰
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