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【本 日】会員数 44 名

出席

30 名

【前々回】会員数 44 名 出席 29 名

欠

席 2名

メークアップ 2 名

出席規定免除会員（12）出席 6 名 ビジター5 名

出 席 率 94.74％

出席規定免除会員（12）出席 8 名

修正出席率

《第１回クラブ協議会》
国際ロータリー2740 地区第 6 グループ
前田和隆ガバナー補佐
佐世保北 RC の皆様こんにちは。私は国際ロータリー
2740 地区第 6 グループの今年度ガバナー補佐を仰せ
つかっております佐世保東 RC の前田和隆と申します。
今年度一年間どうぞ宜しくお願い致します。
先ずは過日行われました佐世保東 RC の 50 周年記念
式典に前年度の会長幹事様にお越し頂き、
様々なるご
厚情を賜りましたことを改めてこの場をお借りして
御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
さて私のような若輩者がガバナー補佐の立場で皆様
の前に立っている事に未だに
実感がわきません。
事実私以外の 9 名の補佐の皆さん
は全員 70 歳代で、補佐会議でのアウェイ感たるや半
端ではないものがあります。
しかし大事な役目をお引き受けした以上泣き言を言
ってばかりもいられません。
この一年は皆様から様々
なご意見を賜り、第 6 グループに留まらない多くの
方々のお役に立てる情報の伝達役として奔走する覚
悟です。
甚だ未熟者ではありますが、この一年間どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

峯

97.44％

徳秀 会長

この場をお借りして本日ご出席の前田ガバナー補佐
のご紹介をさせて頂きます。
皆様お持ちの活動計画書に本クラブ協議会の要旨
が記載されており、
前田ガバナー補佐の略歴等も確認
できますが、少しお話しをさせて頂きます。とは言う
ものの、話をそれなりにさせて頂いたのは今日が初め
てというのが正解でして、
会員の皆様方でよくご存じ
の会員の方が多数おられると思います。
特筆すべきは以下の２点だと思われます。
まず一点目は、
佐世保東ロータリークラブに入会をさ
れて、幹事を３回、会長を１回経験されているという
こと。
二点目はライフスタイル・ご趣味に関すること。私
が存じ上げていることでは、ギター・ゴルフ・スキー。
全て粗プロフェッショナル！ 超一流！
同じ３６年組として何故そうなるのか？ ロータ
リアンである前にヒトとしての魅力に触れてみたい
と感じております。
尚、
本日を除いてあと３回は当クラブをご訪問頂け
ますし、市内８ＲＣの会合等ででもお会いできると思
いますので今後ともどうぞよろしくお願い致します。

本日の例会「ガバナー公式訪問」駒井英基ガバナー(佐賀南ＲＣ) 次回例会「会員卓話」鐘ヶ江会員・小西会員・中川会員

・クラブ運営方針
峯 徳秀会長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・クラブ概況
渡会祐二幹事
（クラブ現況と活動報告書参照）
・クラブ管理運営委員会
中山 誠委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・出席委員会
小川 寛委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・プログラム委員会
牧野博一委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・親睦活動委員会
松田信哉委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・Ｓ.Ａ.Ａ.
小川一貴 SAA 長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・公共イメージ・雑誌文献委員会 蒲池芳明委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・ＩＴ会報委員会
公門新治委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・ロータリー情報委員会
宮﨑有恒委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・職業分類・会員選考委員会
富田耕司委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・会員増強委員会
田島 慎委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・職業奉仕委員会
宮原明夫委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山記念奨学委員会 近藤竜一委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
･国際奉仕委員会
緒方信行委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ社会奉仕委員会
中野雄一郎委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ青少年委員会
村瀨高広委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・インターアクト委員会
宮﨑有恒委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・地区ＩＴ公共イメージ向上委員会 公門新治委員
2740 地区に今年度新たにＩＴ公共イメージ向上委員
会という部門が作られました。
ＩＴ＝コンピューター
技術等のハード的な面と、
公共イメージ向上＝ソフト
的な面をかなり幅広い分野を受け持つ委員会です。
当委員会では、ロータリアン一人ひとりに My Rotary
の登録お願いしたいと思っております。My Rotary と
は、ロータリーの活動や、地区、クラブ運営に必要な
情報やデータを随時ロータリアン個人が入手できる
便利なシステムの事です。
My Rotary に登録することで、クラブ、地区、日本、
世界中のロータリークラブのデジタル情報が、
あなた
のお手元に瞬時に届き、
あなたのロータリー奉仕活動
に劇的な変化をもたらしてくれるに違いありません

ガバナー補佐所感
国際ロータリー2740 地区第 6 グループ
前田和隆ガバナー補佐
先ずは食後のデザートに感動いたしました♪さらに
委員長の皆様が発表の前に演台近くに
並ばれて、
各々の発表がスムーズに進行するよう協力
されている姿も特筆ものでした。
肝心な峯会長の運営方針、各委員会の活動報告/計画
も大変素晴らしく感動いたしました。
昨年度の卓話者にロータリアンを多数招かれ、興味の
わく内容を追求される姿勢も他には
ない特徴があるものと思います。自クラブでも是非参
考にさせて頂きたいと感じ入りました。
昨年度より始められたインターアクトに関しては、
皆
様のやる気がひしひしと伝わりました。
青少年の育成は実際に話をする事が大切で、
様々な交
流の中から彼等以上に我々の
学べる事が沢山あると思います。是非皆さんのお力で
盛り上げて頂きたいと願います。
私は合計四回の訪問を予定しておりますが、
ガバナー
公式訪問の後は北 RC の音楽家の
方々と何か楽しい催し物を企画してみたいと思って
おります。どうぞ宜しくお願い致します。

《幹事報告》
渡会祐二 幹事
1. 例会変更
伊万里ＲＣ
７月 26 日（水）12：30～→18：30～
ﾛｲﾔﾙﾁｪｽﾀｰ伊万里（ｸﾗﾌﾞ創立記念日懇親会のため）
8 月 9 日（水）12：30～→18：30～
武雄温泉森のﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ（納涼例会）
8 月 16 日（水） 休会
（定款第 8 条第 1 節により）
伊万里西ＲＣ
7 月 27 日（木）→20 日（木） 18：30～
伊万里迎賓館（会長・幹事劇例会のため）
8 月 17 日（木） 休会（定款第 8 条第 1 節により）
佐世保西ＲＣ
8 月 8 日（火）12：30～→8 月 6 日（日）19：00～
ｱﾙｶｽ SASEBO 4Ｆ（納涼会のため）
8 月 15 日（火） 休会（定款第 8 条第 1 節により）
佐世保中央ＲＣ
8 月 3 日（木）12：30～→18：30～
潮騒の宿 はな一（納涼家族例会のため）
8 月 10 日（木） 休会（定款第 8 条第 1 節により）

《会長挨拶》
峯 徳秀 会長
先週は祝日休会でお休みでしたが、
会員の皆様におか
れましてはいかがお過ごしでしたでしょうか。
九州北部地方も２０日に梅雨明けし、
これからが本
当の夏本番。
溶けそうな位の暑さの毎日がこれから押
し寄せてきますが、
皆様ご自愛頂きますようお願い致
します。
佐世保高専と厦門理工学院の交流事業支援について
は、15.16 日に歓迎会、ショートステイ及びハウステ
ンボス観光を行いました。
私も初めて学生さんを自宅
にお迎えし、
とても有意義な経験をさせて頂きました。
さて、ご来訪の第 2740 地区第 6 グループ前田和隆ガ
バナー補佐におかれましては、11:30 より行われまし
た会長・幹事・会長エレクトとの事前懇談会よりご出
席頂きまして誠にありがとうございます。
本日の第１回クラブ協議会、
本年度の当クラブの活動
計画に関し会員の皆様と再確認するとともに、
ご担当
の前田ガバナー補佐よりご指導・ご助言を頂く会合と
いう位置付けになります。尚、終了予定時刻は 13:50
となっておりますので会員の皆様は最後までよろし
くお願い致します。

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保ＲＣ
8 月 8 日（火）12：30～→18：30～
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ佐世保ビアﾎｰﾙ（納涼例会のため）
8 月 15 日（火） 休会（定款第 8 条第 1 節により）
8 月 22 日（火）12：30～ ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ「ﾄﾛﾃｨﾈ」
(ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎｰﾙ使用不可日のため）
2.来信
･ 国際ロータリー
国際ロータリー人頭分担金請求書
・公財）ロータリー米山記念奨学会
①普通寄付金申告用領収証の受付開始について
②ハイライトよねやま 208 号
③「ロータリー米山記念奨学会 50 年のあゆみ」
発刊のお知らせ限定 3,500 部 1 冊 1,800 円(送料込み）
･ガバナー事務所
①「スリランカ洪水被災義援金のお願い」「北部九州
集中豪雨被災義援金のお願い」
② 社会奉仕事業アンケートご協力依頼
③ 事務所休業のお知らせ
8 月 11 日（祝日）～8 月 15 日（火）
④ 2017～18 年度地区補助金 決定通知
プロジェクト名「佐世保高専学生の参加を通じて、精
神障がい者への理解・支援を啓発するプロジェクト」
補助金額 1,092 ドル
121,212 円

・海上自衛隊佐世保地方総監
佐世保音楽隊演奏会のご案内
日時： 9 月 23 日（土）
午後 2 時～午後 4 時（開場午後 1 時）
場所： アルカスＳＡＳＥＢＯ 大ホール

佐世保東ＲＣ

西野 修 君

3.伝達事項
①7/29（土）午前 10 時より有田ポーセリンパークに
てインターアクト年次大会が開催されます。
ご出席の方は宜しくお願い致します。
②7/31(月)次回例会は駒井英基ガバナー公式訪問例
会です。
全会員の出席にてお迎えしたいと思いますの
で宜しくお願い致します。

佐世保中央ＲＣ

八重野 一洋 君

《来訪ロータリアン》
第 6 グループガバナー補佐
前田 和隆 様（佐世保東ＲＣ）

《委員会報告》
緒方信行
佐世保南ＲＣ

西沢 雅幸

君

国際奉仕委員長

7 月 15 日土曜日の厦門理工学院生との懇親会及びシ
ョートステイについて、
参加、協力いただいた皆さま、
どうもありがとうございました。
小川一貴

ＳＡＡ長

8 月 21 日は短縮例会、夏の家族会となりますので昼
の例会はありません。皆さまよろしくお願いします。
松田信哉

佐世保東ＲＣ

江良 秀樹

君

親睦活動委員長

・8 月 21 日の家族会は月曜日なのでその日に短縮例
会を行います。例会変更となりますので皆さま、よろ
しくお願いいたします。
・家族会でゲームを行いますので景品を募集したいと
思います、よろしくお願いいたします。
・7 月 10 日の納涼例会及び新入会員歓迎会に参加の
皆さま、どうもありがとうございました。小西会員、
鐘ヶ江会員、中川会員におかれましては、これからよ
ろしくお願いいたします。

《ニコニコボックス》
松田信哉

親睦活動委員長

東田賢二君
厦門理工学院の学生の件のほか、大変お世話になり佐
世保高専といたしましても深く感謝しております。

前田和隆ガバナー補佐
佐世保北 RC の皆さま、甚だ未熟者ですが、少しでも
皆さまのお役に立つよう努力する所存です。
一年間ご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

富田耕司君
藤井良介君
緒方信行君
中山 誠君
宮崎有恒君 中野雄一郎君
宮原明夫君
森
豊君
牧野博一君
蒲池芳明君
村瀨高広君
松田信哉君
二ノ宮健君
小川一貴君
松永祐司君
近藤竜一君
松尾重巳君
田島 慎君
公門新治君
田中幹人君
船津 学君
前田和隆ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたし
ます。
随行者の江良秀樹様と西野修様お疲れさまです。
今年一年よろしくお願い申し上げます。
本日、
クラブ協議会で報告される各委員長の皆様ご苦
労様です。今年一年よろしくお願いします。

佐世保南 RC 西沢雅幸君
藤井前会長、永田前副会長、有恒前幹事、一年間ご苦
労様でした。峯会長、湯口副会長、渡会幹事のご活躍
を祈念いたします。
佐世保東 RC 江良秀樹君 西野 修君
皆さまこんにちは。
本日は前田ガバナー補佐のつゆ払
いとして訪問いたしました。
久し振りに会員皆様の笑
顔を拝見いたし、嬉しく思う次第です。来週月曜日、
今度は酔ったお顔をお見せ下さい。
ガバナー補佐をよ
ろしくお願いします。
峯徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
前田和隆ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎申し上
げます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本
日は、第１回クラブ協議会となります。各委員会の皆
さまには、ご報告よろしくお願いいたします。
佐世保中央 RC 八重野一洋君
皆さんこんにちは、佐世保中央 RC の八重野です。お
世話になります。
峯徳秀君が北クラブの会長に就任さ
れたと聞いて応援メイキャップにお邪魔しました。
峯
君が例会で会長スピーチを毎週うまくこなせている
か心配で夜も眠れず本日メイキャップの日を迎えま
した。幹事さんが渡会さんなので「ひと安心」
、副会
長は湯口さんでもっと安心です。ニコニコします。
永田武義君
前田和隆ガバナー補佐、
ようこそいらっしゃいました。
心より歓迎します。
ロータリー活動は大変でしょうが、
音楽の指導も忘れずに頑張って下さい。いつか、すば
らしいギターの名曲を聴かせて下さい。
湯口純二君
昨日は、波佐見高校が甲子園出場を決め、久々に祝杯
を上げましたので、ニコニコします。ビッグＮ球場周
辺は、駐車場も満杯でロータリアンとしては、やって
はいけないと思いながら、
親和銀行富士見町支店に無
断駐車してしまいました。田中常務ごめんなさい。駐
車場代を含め、ニコニコします。波佐見高校に寄付し
たいという心の優しい方がいらっしゃいましたら私
が窓口となっていますので、よろしくお願いします。

本日の合計 40,000 円
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

松永祐司

船津 学

松田亜由美

累計 164,000 円
（記事担当

公門新治 ）

