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回例会

日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 54 名・免除者欠席 12 名・欠席 13 名・ビジター 1 名 ・出席率

68.35 ％

《12月19日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 55 名・免除者欠席 5 名・欠席 21 名・メークアップ 0 名・修正出席率 100.00 ％
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会長 古賀
巖
先週、1月11日㈮の台南RCの
創立65周年記念式典に、福田
金治ガバナーを含め20名で参加
して参りました。正月明けでお
忙しい中、ご参加いただきまし
た皆様に心より感謝申しあげ
ます。
詳しくは、後ほど円田浩司委員長に報告し
ていただきます。
10日の前夜祭には11人で出席しましたが、
翌日もゴルフに観光に記念式典と懇親会、さ
らに二次会までと、相変わらずの熱烈歓迎を
していただきました。
また、2年後の佐世保RC70周年の際に締結
50周年になる、3年ごとの姉妹クラブ締結契約
更新も前夜祭で行いました。
因みに、平戸RCも更新をしておられました
が、今回から5年ごとの更新にしてもらったそ
うです。我がクラブも、次回から検討してみ
ても良いのかなと感じました。
2年後、佐世保RC70周年の年には、姉妹ク
ラブ締結半世紀という記念の年を迎えますの
で、あらためてさらに友情を深める必要があ
ると感じております。
さて、本日は先週に引き続き、我がクラブ
の今年度の半年を振り返るクラブ協議会で
す。今年は、例年にも増して積極的な活動を
して頂きましたので、皆様には大変感謝し、
厚くお礼を申しあげます。
本日も最後までよろしくお願いします。

例会記録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ビジター
長崎RC
壹岐

正さん

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．ロータリー米山記念奨学会
理事長 齋藤 直美さん
①特別寄付金 米山功労者の感謝状・ピンバ
ッジ贈呈
第10回メジャードナー 大神 邦明さん
②2018年度 下期普通寄付金のお願い
２．RI第2580地区

ガバナー 松坂 順一さん
RI第2680地区PDG
名誉会長 田中
毅さん
韓国・大邱市での「第20回RI囲碁大会」の
ご案内
〔前夜祭〕
日時／2019年4月6日㈯ 17:00
会場／韓 国・大邱市内の徳栄歯科病院
ビル6階
〔対戦〕
日時／2019年4月7日㈰ 9:00〜16:00
18:00表彰式後に懇親会
主催／ロータリー囲碁同好会
（GPFR）
韓国支部
登録料／18,000円
 （前夜祭会費、7日昼食代、懇親
会費、賞品代、おみやげ交換
費等含む）
申し込み締め切り／2019年2月28日㈭
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３．RI JYEM事務統括、保険管理
津留 起夫さん
（RI第2790地区 市原RC）
「 青少年プログラム（IA、RA、RYLA）
で、どのくらいの青少年が海外に派遣・受
け入れされているか」の実態調査ご協力の
お願いが届いております。

委員会報告
■奉仕プロジェクト委員会
委員長 円田 浩司
1月10日、11日に台南R Cを
訪問してきました。10日の前
夜祭においては、佐世保RCや
平戸RCとの姉妹クラブ締結の
調印式がそれぞれ行われ、11
日は台南RCの創立65周年記念
式典が盛大に開催されました。
ご同行いただいた15名の会員の皆様と、4名
の奥様のおかげをもちまして、大きな事故や
トラブル等なく帰ってくることができまし
た。ありがとうございました。
■資金推進・財団・米山委員会
委員長
大久保利博さんより、ロータ
リー財団の年次プログラム基金
への寄付をいただきました。

西田

慶

祝

親睦活動委員会
○今月の誕生祝い
大神 邦明さん（1日）
下田 弥吉さん（3日）
古賀
巖さん（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）
円田 浩司さん（12日）
芹野 隆英さん（13日）
井口 東郎さん（14日）
長富 正博さん（18日）
中嶋
徹さん（18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）

長浜

陽介

勝彦

ニコニコボックス
親睦活動委員会

■地区大会実行委員会

地区幹事 増本 一也
佐世保ロータリークラブ
地区大会慰労会のご案内
今週の1月19日㈯ 18:30よ
り、地区大会の慰労会を開催し
ます。福田金治ガバナーがマグ
ロ一匹を提供されます。現在、
55名の参加予定ですが、お時間の許される方
は奮ってご参加ください。よろしくお願いし
ます。
■次期幹事
いよいよ木村公康次期会長の
もと、第1回期前理事・幹事会
を開会いたします。天満町
「馨」にて18時30分からで
す。理事・幹事の方はご出席よ
ろしくお願いいたします。
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有薗

良太

福田

金吾

大久保利博さん
年末より入院を余儀なくされ、例会にも出
席できず、皆様には大変ご迷惑ご心配をおか
けいたしました。おかげさまで順調に回復
し、本日出席できたことに感謝し、ニコニコ
いたします。
古賀
巖 会長、廣瀬 章博 副幹事
吉田 英樹さん、坂元
崇さん
福田 金吾さん、黒木 政純さん
大久保幹事、退院おめでとうございます。
長崎RC 壹岐
正さん
長崎ロータリークラブからメイクアップで
参りました。宜しくお願いします。
古賀
円田

巖 会長、坂元
崇さん
浩司さん、芹野 隆英さん

井口 東郎さん、長富 正博さん
中嶋
徹さん、黒木 政純さん
佐々木秀也さん、安福 竜介さん
誕生月のお祝いありがとうございます。
◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

27,000 円
585,000 円

クラブ 協 議 会
■会長 古賀
巖
今週は、残りの委員会と会計
の報告です。
この半年は皆様の多大なるご
協力で何とかこなすことが出来
ました。
最も大きな11月の地区大会と、親睦では12
月の忘年家族会が終わり、胸をなでおろして
いるところです。
これから残すところあと半年になりました。
正月早々、10日からは台南RCの創立65周年
記念式典訪問があり、その際に姉妹クラブ締
結更新も終わりまして、順調に残り半分が動
き出しました。
本日からは、木村公康次年度の期前理事会
も始まります。これからの半年も、皆さまの
お力をお借りしながらクラブ運営に努めて参
ります。
また、下期には70周年に向けて特別会費の
お願いも始まりますので、どうかよろしくお
願いいたします。
-------------------------------------------------■クラブ管理運営委員会
委員長 円田
昭
○親睦活動委員会
（長）
吉田 英樹
（副）
福田 金吾
委員：河原 忠徳、長浜
橋詰 文雄、小村
安部 雅隆、谷川
椎山
昇、北野
一瀬 伸彦

陽介
英司
辰巳
慎司

【上期事業報告】
年初計画のとおり、以下の各懇親会の企
画・運営を行いました。
１．役員交代式並びに記念懇親会
日程／2018年6月30日㈯〜7月1日㈰
会場／司ロイヤルホテル（熊本県玉名市）
参加者／会員42名、会員夫人8名、事務
局員1名 合計51名
 10数年ぶりの遠征による役員交代式並
びに記念懇親会でしたが、大きな混乱も
なく無事終了することができました。
２．観月例会
日程／2018年9月26日㈬
会場／富士国際ホテル2階
参加者／会員56名、名誉会員1名、エレ
クトーン奏者・事務局員2名
合計59名
  天候不順で今年も室内での開催となり
ました。日本語が話せない名誉会員に配
慮して、席順を事前によく検討しておく
べきでした。
３．新会員研修並びに新会員歓迎懇親会
日程／2018年10月24日㈬
会場／レオプラザホテル佐世保
受講者／11名、懇親会／49名（受講者含む）
  例年どおり、親睦活動委員会の委員の
大半が受講義務者でしたが、大きな問題
もなく終了することができました。
４．忘年家族会
日程／2018年12月15日㈯
会場／佐世保玉屋 7階文化ホール
【下期事業計画】
上期と同様、年初計画のとおり下記懇親会
の企画運営を行い、また、例会での慶祝及び
ニコニコボックスの進行に努めてまいります。
１．長寿祈願祭・祝賀会
日程／2019年1月23日㈬
会場／佐世保玉屋
２．観桜例会
日程／2019年4月3日㈬
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
○出席・例会委員会
（長）
古賀 久貴 （副）
安福 竜介
委員：米倉洋一郎、中嶋
徹
川添 秀則、萩原多恵士
赤木 征二、椎山
昇
北野 慎司、一瀬 伸彦
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【上期事業報告】
◦S AAやクラブ管理運営委員会の親睦活動委
員会とプログラム委員会と協力し、出席100
％できるような例会運営を行いました。
◦例 会時に出席確認後、出席率の算出を行
い、例会終了時に報告しました。上期のホ
ーム出席率は、55.13〜81.01％でした。
◦毎月第3例会時に、永年表彰・出席100％を
報告しました。
◦年 間行事や年次大会等の地区行事への出席
お願いを行いました。
【下期事業計画】
◦主 要事業、長寿祈願祭・祝賀会、創立記念
日例会、観桜例会
◦年間事業計画通りに進めるように努めます。
◦ホーム出席100％を目指します。
○プログラム委員会
（長）
石田 謙二 （副）
德川 晃尚
委員：加納洋二郎、吉澤 俊介
川添 秀則
【上期事業報告】
「例会がより有意義な場となるよう、卓話者
の人選・演題の充実を図る。そのため、①佐
世保クラブの基本方針の下で実施する。②会
員の相互理解、親睦を深めてもらうため会員
に依頼する。③外部への依頼は、会員の見聞
を広め、活動に役立つような情報提供者探し
に努める。④強調月間テーマと関連がある卓
話の実現を心掛ける。以上の点に留意する」
という年間方針に沿って臨んだ。
予算も考慮しながら、会員と外部講師の割
合に腐心した。実績は12月19日の本年最後の
卓話まで含め合計18回。うち会員が3回、名誉
会員が2回、外部講師が13回。
12月の卓話者につきましては、12月5日は
「長崎県総合就業支援センター フレッシュワー
ク佐世保」企業相談員の林田有基様など3人、
12月12日は、西海市の音浴博物館 館長代行の
髙島正和様、12月19日は、国際重粒子線がん
治療財団 理事長 佐賀県医療顧問の中川原
章様の卓話を開催いたしました。
会員の回数を増やすことも検討したが、ホ
ストクラブとなって開催される地区大会の準
備を控えていることから、外部への依頼を優
先した。結果、下期には会員への依頼割合を
多くしなければならないだろう。
上期1回目の卓話は、本例会出席100％を継
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続されている髙田俊夫会員に引き受けていた
だいた。強調月間テーマと関連がある卓話に
ついては、何回か実現することができた。地
区大会実行委員会を急遽、卓話の時間に組み
入れたため講師の変更を余儀なくされたが、
仕方がないケースだろう。
【下期事業計画】
「例会がより有意義な場となるよう、卓話者
の人選・演題の充実を図る。そのため①佐世
保クラブの基本方針の下で実施する。②会員
の相互理解、親睦を深めてもらうため会員に
依頼する。③外部への依頼は、会員の見聞を
広め、活動に役立つような情報提供者探しに
努める。④強調月間テーマと関連がある卓話
の実現を心掛ける」という年間方針に沿って
臨みます。
予算も考慮しながら、会員と外部講師（卓
話者）のバランスを調整していきたいと考え
ております。また、強調月間テーマと関連が
ある卓話が実現するよう、卓話者の人選、演
題の調整に取り組みます。
2019年1月につきましては、会員の卓話で
調整いたします。
-------------------------------------------------■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
委員：岡
英樹、山縣

義道

【上期事業報告】
上期は特に事業はありませんでした。
【下期事業計画】
この補助金制度の趣旨を考えて、次年度は
何か当クラブでも活動できる事業を検討して
いく予定です。
2019年2月3日㈰ 補助金管理セミナー 出席
2019年2〜3月
補助金事業申請の検討
（次年度会長、幹事とともに）
2019年4月
  2 019〜2020年度 地区補
助金申請書提出
○資金推進・財団・米山委員会
（長）
西田 勝彦 （副）
中村 徳裕
委員：池田
豊

【上期事業報告】
１．5月 米山記念奨学委員長セミナー出席
２．11月 ロータリー財団セミナー出席
会 員に対して、ロータリー財団、ポリオ
撲滅、米山記念奨学会の目的等について
説明してきましたが、目標達成には至って
いません。
・寄付金の状況
①ロータリー財団：池田
豊 会員
古賀
巖 会長
②米山記念奨学会：田中丸善保 会員
大神 邦明 会員
・クラブ寄付
①ロータリー財団年次基金：
上期一人   1ドル 79ドル
新会員一人 10ドル
計89ドル
②米山記念奨学会：
上期一人 1,500円
計118,500円
【下期事業計画】
上期に引き続き、目標達成に向けての活動
を行います。
一人当たりの年次寄付は、地区の目標を達
成する。（ロータリー財団150ドル、米山奨学
金16,000円）
・クラブ寄付
①ロータリー財団年次基金：下期一人 1ドル
②米山記念奨学会：下期一人 1,500円
-------------------------------------------------■会計
井手

孝邦

【上半期決算報告】
内容は上半期決算書をご参照
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
委員：長浜 陽介、萩原多恵士
橋詰 文雄、安部 雅隆

【上期事業報告】
１．佐世保RC例会報を委員会全員で、週報な
らびにカメラマンを当番制で担当し発行
することができている。
２．出 張者が多い委員メンバーであるが、不
在の場合は担当を入れ替えて、問題なく
対応ができている。
３．佐世保RCのホームページも毎週更新して
おり、広報としての活動も行っている。
４．髙 田 俊 夫 会 員 の 卓 話 を 「 ロ ー タ リ ー の
友」に掲載できたことで、会員活動の広
報に寄与した（「ロータリーの友」11月
号に「絆」というテーマで寄稿いただい
ています）
。
【下期事業計画】
１．今 後も、会員ならびにほかの方々にも各
種行事について、楽しんで読んでいただ
けるような記事掲載を行いたい。
２．上期に引き続き、佐世保RCの例会および
委員会活動等の報告書として会報を発行
し、会員に配布する。
３．会報には「理事会の報告」「例会での委員
会活動報告」「ニコニコボックス」「卓
話」「催事」「連絡事項」など、簡潔かつ
正確な記事を掲載する。
４．会報の刊行によって、佐世保RCの例会な
らびに委員会活動などを周知し、会員の
関心を促し、出席の向上を図り、会員相
互の親睦を増進し、ロータリー教育に寄
与する。

○雑誌委員会
（長）
長富
委員：森

正博 （副）
井口 東郎
信正、梅村 良輔

【上期事業報告】
偶数月の第2例会日に「雑誌の時間」を設
け、入会3年未満の会員に「ロータリーの友」
や「ガバナー月信」を引用しながら感想、意
見を発表した。
2018年8月22日㈬
福 田金吾さんが「会員増強・新クラブ結
成推進月間」について発表した。
2018年10月10日㈬
橋詰文雄さんが「ロータリーの友」8月号
より「変化をチャンスに」について発表
した。
2018年12月12日㈬
黒江章雄さんが「ロータリーの友」12月
号より「高齢者の運転について」発表した。

（5）

佐世保市立図書館の新聞・雑誌閲覧コーナー
に「ロータリーの友」を寄贈し、市民の皆様
に読んで頂ける様にした。

2019年1月
＊例会卓話者予定＊

【下期事業計画】
2019年2月13日㈬ 中嶋 徹会員、4月10日
㈬ 川添秀則会員、6月12日㈬ 萩原多恵士会員
がそれぞれ「雑誌の時間」を担当する。
継続して佐世保市立図書館の新聞・雑誌閲
覧コーナーに「ロータリーの友」を寄贈し、
市民の皆様に読んで頂ける様にする。

1月23日

1月30日

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）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

例会未定（入試等対応のため）
＊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）

台南RC
創立65周年記念式典訪問

＊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。

日程／2019年1月10日㈭～11日㈮

（今週の担当：黒江 章雄、
カメラ担当：安部 雅隆［例会］、古賀

クラブ会報委員会
（6）
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章博［台南 RC65 周年記念式典］）
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長浜
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陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

