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Club of Sasebo

2．佐世保市長	 　朝長　則男	様
　子ども未来部　子ども政策課　担当　 馬場	様
　交通遺児救済基金へ寄附お礼状

3．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2020年1月のロータリーレートは、
　1ドル=110円です。

4．一般財団法人比国育英会バギオ基金
	 会長　多田　　宏	さん
　バギオだより第76号の送付

委員会報告
■親睦活動委員会	 　谷川　辰巳
　長寿祈願祭並びに祝賀会のご案内
　日時／令和2年1月22日㈬
　会場／11：00　祈願祭・記念撮影
　　　　　　　　亀山八幡宮
　　　　12：30　例会　
　　　　　　　　佐世保玉屋8階
　　　　18：30　祝賀会
　　　　　　　　ホテルフラッグス 九十九島 

■ローターアクト委員会	 委員長　安部　雅隆
　1月14日㈫午後6時30分から、ホテ
ルオークラJRハウステンボスで、恒例
の「書き初め例会」を開催しますので、
会員の皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。なお、本年もいろいろな行事を
計画しています。事前に、会員の皆さ
んにもご案内しますので、一人でも多
くの会員の皆さんのご参加をお願いします。

■ロータリー財団委員会	 委員長　円田　浩司
　増本一也会員から、友愛基金にご寄
付をいただきました。

会 長 挨 拶
 会長　木村　公康
　新年、明けましておめでとうございます。新元号令和
になって初めてのお正月となりました。皆様方には、ご
家族と共にすこやかなる新年を迎えられたと思いお慶び
申しあげます。
　本年は世界が注目する「オリンピックイヤー」であり、
又、我佐世保RCも新しい事が始まる年ではないかと思
います。素晴らしい年になることを願います。
　先日、日経新聞に新年に誓う四字熟語ランキングが掲
載されていました。
　第1位は「心機一転」です。本年2月5日より、70年近
くお世話になりました玉屋さんから富士国際ホテルに例
会場が変わります。新しい年に新しい例会場でより会員
の皆様の期待に応えられるように役員、理事一同頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
　ちなみに、第2位は「悠々自適」、第3位は「泰然自若（た
いぜんじじゃく）」でした。私も佐世保RCの会長として、
常に落ち着いて堂々と振る舞いたいと思います。皆様方
のご指導をよろしくお願い致します。
　本日は第7回理事会を開催しました。理事会の報告を
させていただきます。

◦長寿祈願祭および祝賀会について
◦創立69周年記念例会について
　大神邦明パスト会長より卓話
◦地区による第2回アンケート調査について
　2月5日例会にて実施　2020年4月末日締切
◦例会場　引っ越しについて

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．台南RC 他
　年賀状が届いております。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 1 8 3,383 24

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・ビジター 0 名・出席率 67.09 ％

《12月11日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・メークアップ 14 名・修正出席率 100.00 ％
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次年度報告
 2020-2021年度　幹事　納所　佳民
　2020-2021年度第1回期前理事・監
事会の案内
　日時／令和2年1月15日㈬　18：30〜
　会場／馨（天満町）
　会費／5,000円
　ご出席よろしくお願いいたします。

ニコニコボックス
 親睦活動委員会　出端　隆治
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事
　新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。

◇
ニコニコボックス 本日合計 　3,000 円
 累　　計 519,000 円

クラブ協議会
■会長　木村　公康
　上半期が終わり、振り返りますと、
まず期前の段階におきましてクラブ会
報をペーパ一レスすることが課題とし
てありました。皆様のご協力により、
今のところ、問題はないようです。
役員交代式も13年ぶりにホテルヨーロ
ッパで行いました。松尾貴委員長にはご尽力いただき、
ロケーションも食事もムードも大変素晴らしい式典にな
ったと思います。
　台湾からの交換学生のティファニーさんを11年ぶりに
受け入れました。田中丸善弥さん、加納洋二郎さんには
ホストファミリーとして、大変お世話をかけています。
まだ、その後が決まっていませんので、会員の方々のご
協力をお願いします。
　11月の地区大会の後には久々の映画例会を行いまし
た。
　「最高の人生の見つけ方」は色々とご意見はございま
したが、私には大変良い映画だったと思います。
　12月の忘年家族会は遠田公夫奉仕プロジェクト委員
長、坂元崇親睦活動委員長、又新会員の皆様の余興で盛
り上がりました。120名以上の出席者に楽しんでいただ
けたと思います。
　松尾文隆副会長より、立場が人を変えると言っていた
だきましたが、佐世保RCの会長となり、常にクラブの
為にどうあるべきか、会員の為にどうあるべきかを心掛
けて参りました。
　まだまだ力不足ではございますが、役員、理事の方々
と共に頑張っていきたいと思います。下半期もよろしく
お願いします。

■クラブ管理運営委員会
　委員長　遠田　公夫

○親睦活動委員会
　（長）坂元　　崇　（副）谷川　辰巳
　委員／米倉洋一郎、井口　東郎
　　　　萩原多恵士、陣内　純英、
　　　　松本　祐明、坂根　　毅、小石原健二、
　　　　浦　　義浩
【上期事業報告】
◦6月29日㈯  役員交代式・記念懇親会
 HTBホテルヨーロッパ　参加人数80名
　 　会場・サービス・料理とも満足をしていただけたと

思います。
◦9月11日㈬  観月例会　富士国際ホテル　参加人数58名
　 　名誉会員青木団長と交換学生ティファニーをお招き

しての例会でした。アロハ、浴衣などの軽装。
◦11月13日㈬  新会員歓迎懇親会
 レオプラザホテル佐世保　参加人数46名
　 　現会員と新会員の親睦を図る大変有意義な時間とな

りました。
◦12月14日㈯  忘年家族会　佐世保玉屋　参加人数121名
　 　会員メンバーの奥様、ご家族に喜んでいただける会

となったと思います。また、何よりも新会員の余興を
通して会員同士の親睦が深まり、新会員の人となりが
会員はもとより奥様、ご家族の皆様にも伝わったので
はと感じました。

【下期事業計画】
◦1月22日㈬
　 　長寿祈願祭・祝賀会を亀山八幡宮とホテルフラッグ

ス 九十九島で行います。本年の賀寿者は、4名と少な
いので皆様に出席していただけるよう働きかけを行っ
て、賀寿者の方々に喜んでいただけるようまた、会員
全員で賀寿者をお祝いできるような環境づくりをして
参ります。特にこれまでと会場が変わりますので気を
配ってまいります。

◦3月25日㈬
　 　観桜例会をホテルオークラJRハウステンボスにて

行います。今期最後の親睦事業ですので、しっかりと
抜かりなく進めて参ります。

○出席・例会委員会
　（長）廣瀬　章博　（副）椎山　　昇
　委員／一瀬　伸彦、小村　英司、前田　隆夫
　　　　陣内　純英、森　　勝之、松本　祐明
　　　　岸川　善紀、小石原健二、浦　　義浩
　　　　出端　隆治
【上期事業報告】
◦6月29日 役員交代式（ホテルヨーロッパ）
◦8月7日 第5グループガバナー補佐訪問例会
◦8月21日 千葉憲哉ガバナー公式訪問例会
◦9月11日 観月例会（富士国際ホテル）
◦10月30日 移動例会（富士国際ホテル1階）
◦11月9日 地区大会（諫早市）
◦11月27日  移動例会（家族・従業員招待映画例会　

シネマボックス太陽）
 映画名「最高の人生のみつけ方」
◦ 例会の出席確認、出席率の算出を行い毎例会で報告し

管理しました。
◦ ビジター・ゲストの受付を行い例会開始時までに会長・

幹事に報告しました。
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■奉仕プロジェクト委員会
　委員長　芹野　隆英

○社会奉仕委員会
　（長）坂本　　敏　（副）古賀　久貴
　委員／佐々木秀也、玉野　哲雄
【上期事業報告】
◦2019年7月15日　ビーチクリーンアップ　17名参加
　 ゴミも少なく、きれいな公園に保たれていると思われ

ます。
【下期事業計画】
◦2020年6月7日　空き缶回収キャンペーン
　　　　　　　　 名切公園周辺の清掃

○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）中村　徳裕　（副）福田　金吾
　委員／福田　金治、梅村　良輔
【上期事業報告】
◦台湾 台南からの第2740地区交換学生の受け入れ
　交換学生：Wu Po Chen (Tiffany)
◦8月18日㈰ 第2回オリエンテーション　諫早文化会館
◦8月26日㈪ 来佐（ホスト　⇒　加納会員）
 福岡空港（国際線）
◦9月11日㈬ 例会時紹介及び観月例会懇親会参加
 富士国際ホテル
◦9月15日㈰ ROTEXとのオリエンテーション
 長崎市（伊王島）
◦9月22日㈰ 第3回オリエンテーション　諫早文化会館
◦10月7・8日㈪㈫ 4地区合同「長崎くんち」見学旅行
 長崎市
◦10月9日㈬ 例会参加（歓迎会開催：於 いけ洲博多屋）
 佐世保玉屋
◦10月27日㈰ 九文　学園祭　九州文化学園高等学校
◦11月3日㈰ 唐津くんち見学　唐津
◦11月9日㈯ 地区大会参加　諫早文化会館
◦11月20日㈬ 例会参加　佐世保玉屋
◦11月24日㈰ ホストチェンジ
 （加納会員 ⇒ 田中丸善弥会員）
◦12月4日㈬ 例会参加　佐世保玉屋
◦12月7・8日㈯㈰ 4地区合同「鹿児島ツアー」　鹿児島
◦12月14日㈯ 忘年家族会参加　佐世保玉屋
◦ 特に、今年度は、台湾からの第2740地区交換学生の受

け入れを、8月より実施しております。第1ホストファ
ミリー加納洋二郎会員と、第2ホストファミリー田中
丸善弥会員と、そのご家族のみなさまの多大なるご貢
献とご協力をもって現在も学生のお世話をいただいて
おります。しかし、現在まだ第3、第4のファミリーが
未定のため、その調整とお願いが課題となっておりま
す。

　 今後、交換学生に関する情報をさらに例会で共有する
など、クラブ全体で共有できるようにしていきたいと
思います。

　 受け入れ高校である九州文化学園高等学校様において
は、語学のできる担当先生をつけていただき、プログ
ラムなども真心あるご高配をいただいており今後と
も、学校行事と、地区の行事との両立を図りながら、
引き続き交換学生ティファニーの日本での留学体験が
価値あるものになるように、クラブ会員のご協力をお
願いしながら、お世話をしていきたいと存じます。

◦ 今年度は、姉妹クラブである台南RC及びラホヤRCは
共に節目の年にはあたらないため、訪問などの交流活

◦ 第3例会時に永年会員・出席100％会員の表彰を行いま
した。

◦ 役員交代式の司会、運営補助を行いました。
◦ 来たる例会場変更を見据え、新会場でのシミュレーシ

ョンとテスト例会を実施しました。
◦ シネマボックス太陽にて、会員家族・従業員を招待し

映画例会を開催しました。
◦ 入会歴が浅い会員も11：30頃に集合し、例会場の受付

を積極的に行うことで、会員のお顔を早く覚えること
ができました。

【下期事業計画】
◦1月8日  クラブ協議会
◦1月22日 例会（佐世保玉屋最終）
◦1月29日 指定休会（新例会場への移動期間）
◦2月5日 例会（富士国際ホテル）
◦2月19日 創立記念日例会
◦3月25日 観桜例会（ホテルオークラ）
◦6月19日、26日 クラブ協議会

○プログラム委員会
　（長）平尾　幸一　（副）一瀬　伸彦
　委員／松本　英介、菅沼宏比古、前田　隆夫
【上期事業報告】
強化月間テーマ
◦8月　  会員増強・拡大
◦9月　 基本的境域と識字率向上
◦10月　経済と地域社会の発展／米山
◦11月　ロータリー財団
◦12月　疾病予防と治療
◦ 強化月間テーマに準じた卓話者の人選を行ったが、卓

話者の都合により別の月へずれ込むこともあった。
◦ プログラム委員会の各委員のご協力と、当クラブ内各

委員会の大委員長のご協力により、円滑な運営ができ
ました。心より感謝いたします。

◦ なお、当クラブ内各委員会の大委員長に卓話者の人選
をお願いするときに、理事会への卓話者のお伺いが、
遅れることが多々あり、下期の運営に気を付けます。

【下期事業計画】
強化月間テーマ
◦1月　職業奉仕
◦2月　平和と紛争予防／紛争解決
◦3月　水と衛生
◦4月　母子健康
◦5月　青少年奉仕
◦6月　ロータリー親睦活動
　例会がより有意義になるように、卓話を充実させるた
めに、以下の運営方針で、卓話者の選考、選出を行います。
◦ 佐世保RCの運営方針、基本方針に基づいて卓話を実

施します。
◦ 外部講師による卓話を積極的に行い、会員の見聞を広

めます。
◦ 入会後3カ月を経過した新会員に卓話を行っていただ

きます。
◦会員相互の理解を深めるため、会員卓話を行います。
◦ 強化月間テーマに該当する委員会に協力していただい

て、適切な卓話者を人選する。



（4）

動は計画しておりません。
◦ 姉妹クラブとの国際交流と親睦を深める活動の一環と

して、例年通り「「週報」ならびに「ロータリーの友」
を両クラブに郵送しております。

【下期事業計画】
　下期も引き続き、青少年交換事業に注力し、クラブ全
体で交換学生を支えていけるように情報の共有を行って
まいります。
◦1月22日㈬ 例会参加　佐世保玉屋
◦1月26日㈰ 第6回オリエンテーション　諫早文化会館
◦2月16日㈰ 第7回オリエンテーション　諫早文化会館
◦2月19日㈬ 例会参加（創立記念例会）　富士国際ホテル
◦3月9-13日㈪-㈮ 九州文化学園高等学校　修学旅行
 長野・東京
◦3月25日㈬ 例会参加（観桜例会）　ホテルオークラ
◦3月 第8回オリエンテーション　諫早文化会館
◦4月 例会参加　富士国際ホテル
◦4月 第9回オリエンテーション　諫早文化会館
◦5月 例会参加　富士国際ホテル
◦5月 Japan Tour（予定）　未定
◦6月 例会参加　富士国際ホテル
◦6月 送別会（地区行事）　未定
◦7月 送別会（クラブ）　未定
◦7月11日㈯ 学生帰国予定　福岡空港（国際線）

○職業奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）萩原多恵士
　委員／岡　　英樹、大神　邦明、川口　博樹
【上期事業報告】
◦上半期の事業はございません。
【下期事業計画】
◦2020年1月22日㈬　職業奉仕卓話
　「大規模災害時の歯科医の役割 ─2016年熊本地震─」
　長崎県歯科医師会災害対策委員　松添裕之 先生
◦3月下旬〜4月中旬　職場訪問　検討中
　これから具体的な打合せを行います。
　「古伊万里酒造」佐賀県伊万里市二里町中里甲3288-1

■青少年奉仕委員会
　委員長　大神　吉史

○ローターアクト委員会
　（長）安部　雅隆　（副）森　　勝之
　委員／中島　祥一、谷川　辰巳
　　　　坂根　　毅
【上期事業報告】
◦7月9日㈫  長崎国際大学メインテーマ：「ローター

アクトの活動について」担当：三原会長
◦7月13日㈯  インターアクト主催「交通遺児支援募金

活動」3名参加
◦7月24日㈬ 焼肉例会　於：食通（広田町）
◦8月〜9月  夏季休業期間中のため「例会休止」
 地区ローターアクト代表
◦10月8日㈫  長崎国際大学公式訪問例会　堀山様来校
  メインテーマ「留学体験記」
 担当：両羽君（RAC会員）
◦10月29日㈫  長崎国際大学メインテーマ「世界一周旅

行について！」担当：木村君（RAC会員）
◦11月12日㈫  長崎国際大学メインテーマ「私の就職活

動」担当：目代さん（RAC会員）
◦11月27日㈬ 佐世保RC主催「映画例会」参加
◦12月10日㈫  長崎国際大学メインテーマ「今後の活動

予定および役員改選について」（会員全
員で協議）

◦12月17日㈫ ホテルオークラクリスマス例会
 12/11現在　会員数15名
◦ 2019年7月の会員数は15名（そのうち6名休会）であり、

7月には西海学園インターアクトと募金活動を共にし
たり、ロータリアンとの親睦を深めるために焼肉例会
を開催したりと、有意義な活動が実施できました。ま
た、10月以降も隔週で例会を開催し、RAC会員の卓
話を軸にして展開することで、会員同士の相互交流が
図られていると感じています。また、映画例会・クリ
スマス例会を通じて、引き続きロータリアンとの親睦
も図られていると考えております。

　 会員数については、以前よりも若干増加し、例会出席
者数も安定してきた雰囲気は感じられるものの、依然
として予断を許さない状況であることは間違いない状
況であると思っています。ただ、1年生が多く入会し
参加してくれるようになったのは明るい材料として捉
らえています。ロータリアンのご協力も引き続き賜り
たい次第です。

【下期事業計画】
◦1月14日㈫ 書初め例会　於：ホテルオークラ
◦2月10日㈪ 4年生追い出しコンパ
◦2月中旬〜3月  定期試験および春季休業中のため「例会

休止」
◦4月上旬 新1年生勧誘オリエンテーション
◦4月14日㈫ 通常例会　於：長崎国際大学
◦4月28日㈫ 通常例会　於：長崎国際大学
◦5月12日㈫ 通常例会　於：長崎国際大学
◦5月26日㈫ 通常例会　於：長崎国際大学
◦6月9日㈫ 通常例会　於：長崎国際大学
◦6月下旬 役員交代式於：ホテルオークラ
　（上記すべて予定。日にち・場所等は変更の可能性あり）
◦ 今年度末には3名のアクト会員が卒業する。3名ともア

クトを支えてくれた功労者であるため、ねぎらいの意
味を込めた食事会（通称：追い出しコンパ）を開催す
ることを考えています。ここ数年ローターアクトに関
わって頂いたロータリアンにもお声がけをいたしたい
と思います。

　 なお、4月以降の通常例会については具体案はまだこ
れから立案するが、基本的にはロータリアンの卓話を
希望する学生が多いことから、ロータリアン卓話を軸
に構成していきたいと考えております。下期の内に（新
入生加入後の4月以降）に恒例の「ボウリング例会」
開催も考えていきたいと思います。

○インターアクト・青少年活動委員会
　（長）池田　真秀　（副）富永　雅弘
　委員／井上　斉爾、下田　弥吉、髙田　俊夫
　　　　椎山　　昇
【上期事業報告】
◦佐世保学園意見発表会
　日時／7月26日
　場所／佐世保学園
　参加者／木村公康会長、大神吉史
◦インターアクトクラブ年次大会
　日時／8月3日
　場所／長崎ブリックホール
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　参加者／林田先生、生徒2名、椎山昇
◦インターアクトリーダー研修
　日時／10月12日
　場所／東彼杵会館
　参加者／林田先生、生徒2名、池田真秀
◦インターアクト例会
　7月16日・8月27日・9月17日・10月15日・11月19日
　12月7日・12月14日　合計7回
◦インターアクト街頭募金
　7月13日・8月10日・9月14日・10月19日・11月16日
　12月4日・12月17日　合計7回
　佐世保市交通遺児救済募金
【下期事業計画】
◦毎月1回から2回の例会の実施
◦毎月1回交通遺児募金活動
◦1月10日 佐世保学園令和元年度成人式
◦2月1日 インターアクト後期指導者研修会
◦その他活動 インターアクト例会前に手話教室
◦ 現会員数は8名にて今年度の増減数は現在不明ですが、

3年生がクラブを卒業して、1年生が多数入会している
ようです。

　 私としては、70周年に向けて、アクター、インターク
ラブもロータリアンと共に、協力できる体制づくりに
努めたいと考えております。

■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）草津　栄良　（副）吉田　英樹
　委員／円田　三郎、池田　　豊
【上期事業報告】
◦会員増強目標〜純増2名
　期首 78名　出端隆治さん入会　現在 79名
【下期事業計画】
◦会員増強純増2名達成を目指します。

○ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）増本　一也　（副）石井　正剛
　委員／田中丸善保、中川　知之
【上期事業報告】
（1）例会活動（ロータリー3分間情報発表）
　◦2019年7月17日㈬　「RI国際大会について」増本
　◦2019年9月18日㈬　 「RI規定審議会・定款細則変更

内容」石井
　◦2019年11月20日㈬　 「RI2019年手続要覧」変更に伴

うクラブ細則の変更点
（2）新会員研修会並びに歓迎懇親会
　◦日時／2019年11月13日㈬　16：00〜20：00
　◦場所／レオプラザホテル佐世保
　◦会員研修会（16：00〜18：10）
　◦講師（3名）
　　①福田　金治：「ロータリーの手引き」解説（40分）
　　②平尾　幸一：「ロータリー番外編」（30分）
　　③加納洋二郎：「創立70周年に向けて」（30分）
　◦懇親会（18：30〜20：00）
　　※坂元崇親睦活動委員長による司会進行
　◦参加人員（新会員）：12名

（3）オリエンテーション

　下期に開催の予定です。
【下期事業計画】
（1）ロータリー3分間情報（例会活動）
　①2020年1月22日㈬
　②2020年3月18日㈬
　③2020年5月20日㈬
　以上3回の「ロータリー3分間情報」の発表を予定
　内容は未定です。

（2）オリエンテーションの実施
　※ 新会員の入会が決まると、私達の委員会でオリエン

テーションを実施します。
　　 新会員の入会については、全員で協力して増やして

いきましょう！！

■公共イメージ委員会
　委員長　松尾　　貴
　公共イメージ委員会といたしまして
は、「奉仕の心に溢れた、アグレッシ
ブな委員会」として、上期は会長・幹
事・副幹事・事務局の山田さんのご協
力の下、事務局の整理整頓等、色々な
活動をさせていただきました。下期も「頼れるボランテ
ィア集団」として頑張って参りますので、よろしくお願
いいたします。

○クラブ会報･広報委員会
　（長）西田　勝彦　（副）北野　慎司
　委員／福田　金吾、黒江　章雄、小村　英司
　　　　陣内　純英
【「上半期事業報告書」及び「下半期事業計画書」】
◦ 今年度から、クラブ会報を中村徳裕会員の多大なるご

協力もいただきながら、紙面による配布からインター
ネット配信に変更いたしました。会員の皆様には、変
更に関するご理解を賜り誠に有難うございました。今
年度の第１号は、事務局を含め試行錯誤の上、何とか
無事に配信することができました。第２号からは、事
務局及び委員の負担軽減等を考えて、委託会社からの
直接配信とさせていただきました。会報の作成にあた
っては、６人の委員を週報当番とカメラ当番に割り当
て、二人一組で担当し、校正については全員で対応し
ております。

◦ 下期に関しましては、簡潔で分かりやすい表現のクラ
ブ会報を通して、会員に例会･委員会の活動状況を周
知し、各種行事等を案内することで、例会への多くの
会員の参加を呼びかけ、会員相互の親睦を深めること
目指して参りますので、よろしくお願いいたします。

○雑誌委員会
　（長）筒井　和彦　（副）河原　忠徳
　委員／山縣　義道、森　　信正
【「上半期事業報告書」及び「下半期事業計画書」】
◦ 偶数月第2例会日に「雑誌の時間」を設け、入会3年未

満の会員に発表をしていただきました。　8月は谷川
辰巳さんが、『ロータリーの友』7月号の全国ロータア
クト研修会・全国インターアクト研究会に関する記事
を参照しつつ、ご自身の委員会活動における経験等を
紹介してくれました。10月は北野慎司さんが、『ロー
タリーの友』6月号に掲載された特集記事から、ロー
タリークラブにおける広報のあり方などについて報告
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（今週の担当：西田　勝彦）
（カメラ担当：陣内　純英）

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

＊2020年1月例会卓話者予定＊ 
22日　長崎県歯科医師会災害対策委員 松添裕之さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
　未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2020年2月20日㈪　時間未定

会場／場所未定　追い出しコンパ

＊ 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。

をしてくれました。12月は椎山昇さんが『ロータリー
の友』9月号に掲載された「薬との上手な付き合い方」
について報告をしてくれました。また、多くの市民の
皆様に『ロータリーの友』を読んでいただけるよう、
佐世保市立図書館の新聞・雑誌閲覧コーナーへ寄贈を
継続しました。

◦ 下期に関しましては、2月は一瀬伸彦さん、4月は小村
英司さん、6月は前田隆夫さんへ報告をお願いをして
います。佐世保市立図書館の新聞・雑誌閲覧コーナー
へ寄贈も継続致します。

■ロータリー財団委員会
　委員長　円田　浩司

○補助金委員会
　（長）松尾　慶一　（副）黒江　章雄
　委員／安部　直樹、山下　尚登
【上期事業報告】
◦9月9日 正副委員長会議　於：陽だまり
　補助金委員会の活動計画を模索する。
　 補助金申請の要領、方法、対象事業など研究し調査を

試みる。
◦11月25日 第1回 補助金委員会 於：ル・フルーバン
　正副委員長と安部直樹委員の3名で開催する。
　 安部委員より佐世保RCの歴史から学び、補助金委員

会のあるべき姿や2740地区の補助金制度について、そ
の趣旨を理解し具体的な活用を検討するも本年度の補
助事業の計画には至らなかった。

【下期事業計画】
◦偶数月の初旬に補助金委員会を開催します。
◦ 補助金制度は各クラブでの自由な活動を後押しするた

めに設けられています。
　 佐世保RCでも本来の趣旨を考えれば具体的な計画を

立案し地区へ申請を行わなければと話し合いました
が、今年度の計画には至りませんでした。

◦ 結果、次年度には事業計画を行って頂き、立案、申請
を行って頂きたいと思います。

○資金推進・財団・米山委員会
　（長）黒木　政純　（副）溝口　尚則
　委員／橘髙　克和、吉澤　俊介
【上期事業報告】
◦6月24日  「地区米山記念奨学委員長セミナー」参加　

東彼杵町総合会館
◦11月13日  「地区ロータリー財団　岡村康司委員長

卓話」招聘　例会にて
◦11月20日  「地区米山記念奨学生　ホアン・キンガン

さん卓話」招聘　例会にて
◦11月24日 「地区ロータリー財団セミナー」参加
 東彼杵町総合会館
◦ 卓話を通じてロータリー財団、米山記念奨学金の活動

内容、意義、目的などを会員に知らせて、興味を持っ
ていただくことには一定の成果があった。

　 しかし、それを寄付金の促進に結び付けるにはアピー
ル不足であった。

【下期事業計画】
◦ ロータリー財団、米山記念奨学金、ポリオプラスの活

動内容、意義、目的などを会員に周知するように更に
機会を設けていく。

◦ 本年度の地区目標（ロータリー財団＄150／人、米山
記念奨学会寄付金16,000円／人）の達成に努力してい
く。


