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【本 日】会員数 43 名 出席 29 名

欠

【前々回】会員数 43 名 出席 25 名

メークアップ 5 名 出席規定免除会員（13） 出席 11 名

席1名

出席規定免除会員（13） 出席 10 名 ビジター5 名 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
森山隆明ガバナー補佐

国際ロータリー第 2740 地区第 6 グループ、ガバナ
ー補佐を承りました、佐世保東南ロータリークラブの
森山でございます。本日は東南ロータリークラブの会
員の森内君・松田君・山口君の 3 名が随行という事で
お伺い致しました。ロータリーの友情に感謝致します。
第 2740 地区の目標としては特に決定しないでバリ
ン・ラシンＲＩ会長のテーマに沿って「インスピレー
ションになろう」「鼓吹、激励、実行」という意味の
解釈をしてロータリアン一人一人が必要と思われる
ロータリー活動をしていただく為に解釈を固定され
なかったそうです。
第 1.ＩＭの開催をし、意義ある勉強会にしたいと
思っております。
第 2.地区大会が佐世保地区で開催されますので
員登録をお願い致します

修正出席率

97.5％
100.00％

11 月 16 日（金）
親睦ゴルフ
11 月 17 日（土）
本会議 アルカス佐世保大ホール
懇親会 ホテルオークラＪＲハウステンボス
17：40～19：30 （バス移動を致します）
地区大会記念事業と致しましてハワイ短期留学を
計画致しました。申し込みの詳細は各ロータリークラ
ブの方で対処して頂きます様にお願い致します。佐世
保市内・平戸市・松浦市・北松浦郡の高校 1 年生 2 年
生を対象に申し込み締め切りは 9 月 21 日（金）とな
っております。ご協力をお願い致します。
皆様もご承知のことと存じますが、福田ガバナーの方
針でロータリーソングの〔Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ-〕を英
語で歌えるようになりましょうと推奨されています。
・クラブ運営方針
森
（クラブ現況と活動報告書参照）

豊 会長

・クラブ概況
松田信哉 幹事
（クラブ現況と活動報告書参照）
・中山 誠 クラブ管理運営委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・小川 寛 会員増強委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・村瀨高広 職業奉仕委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）

本日の例会 福田金治ガバナー公式訪問例会（佐世保ＲＣ）

次回例会

夏の家族会

親睦活動委員会

・富田耕司 ロータリー財団・米山記念奨学委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）

・牧野博一 プログラム委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）

葉を発してからの点鐘を続けたいと思います。
※臨時休会について
7 月 30 日の例会は台風 12 号の佐世保を直撃が予想
されましたので、
松田幹事と熟考の末例会休会を決め
ました。会員皆様に通達をした途端、90 度方向を変
え南下するというかつて無い進路をとられてしまい、
当日は台風一過絶好の例会日和になりました。
東から
西へ移動するということも考えられないコースでし
た。進路予想では若干、北よりに方向を変えるものの
西への進路は変らないとコンピュータの予測でもそ
うでした。それが南下ですから「何か!!この台風は?
馬鹿にするのもいい加減にせんかい」
と駄洒落のお侘
びでご容赦ください。 臨時休会の決断は難しいと痛
感しました。

・松尾重巳 親睦活動委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）

《幹事報告》

・小川一貴 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・宮原明夫奉仕プロジェクト青少年委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・予算・決算報告
古賀新二 会計
（クラブ現況と活動報告書参照）

松田信哉 幹事
・近藤竜一 Ｓ.Ａ.Ａ.
（クラブ現況と活動報告書参照）
・二ノ宮健 公共イメージ・雑誌文献委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・公門新治 ＩＴ会報委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・渡会祐二 ロータリー情報委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・緒方信行 職業分類・会員選考委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・永田武義 国際奉仕委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）
・宮﨑有恒 インターアクト委員長
（クラブ現況と活動報告書参照）

《会長挨拶》
森 豊 会長
7 月 28 日地区インターアクトの年次大会に参加し
た際、
ホスト校である牛津高等学校松永会長点鐘の仕
方がとても新鮮に感じました。
それは点鐘の言葉を発
してから点鐘をされたことです。
点鐘と点鐘の間の儀式としての大切な時間の表現で
あると感じました。
ロータリーも以前はこのような点鐘をしていたのか
と思います。不評であれば辞めますが、しばらくは言

1. 例会変更
◆北松浦ＲＣ
8 月 7 日（火）12：30→8 月 4 日（土）18：30～
サンパーク吉井（夏季家族懇親会）
8 月 14 日（火）休会（定款第 8 条第 1 節により）
◆佐世保東ＲＣ
・8 月 2 日（木）12：30～
ホテルオークラ JR ハウステンボス
1 階「飛鳥の間」
→ホテルオークラ JR ハウステンボス
2 階「ちどりしらさぎの間」
・8 月 23 日（木）12：30～
セントラルホテル佐世保「アゼリアの間」
（ガバナー公式訪問例会：
佐世保中央ＲＣとの合同例会のため）
・8 月 16 日（木）休会（定款第 8 条第 1 節）
2．来信
◆ロータリーの友事務所
ロータリーの友 8 月号
◆国際ロータリー
ザ・ロータリアン 8 月号
◆国際ロータリー日本事務局
①国際ロータリー日本事務局経理室より 2018 年
8 月 RI レートのお知らせ 1 ドル＝112 円
②例会休会と出席率計算・出席免除について
③配信履歴(～2018 年 7 月末)

◆ガバナー事務所
①米山奨学生の“出前卓話”ご利用のお願い
②西日本豪雨義援金について
③ガバナー月信 8 月号
④米山記念館創立 50 周年寄付について
お願い
〔特別寄付 1 人当たり 1 口 3,000 円以上〕
◆地区大会事務局
地区大会記念事業のご案内
◆国際ロータリー第 2740 地区 地区大会記念事業
ハワイ短期留学プログラム 参加者募集要項
◆佐世保西ＲＣ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報告書」
◆佐世保東南ＲＣ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報告書」

《オブザーバー》
有限会社ヤマサ水産 佐藤たかし様
《委員会報告》
◆小川一貴 社会奉仕委員長
2018-2019 年度地区補助金の決定通知書が 7 月 18 日
付けで届きましたことをご報告致します。
プロジェク
ト名は、
『元オリンピック選手による指導を通じて青
少年の健全育成をはかるプロジェクト』となります。
皆さんのご協力をよろしくお願い致します。
◆近藤竜一 Ｓ.Ａ.Ａ.
8 月 26 日は夏の家族会の前に短縮例会を行います。
8 月 13 日は休会となっております。委員会報告があ
る方は 20 日の例会で行うようにしてください。
◆北斗会
松永祐司 会計
9 月１日（土）佐世保カントリー倶楽部（石盛）にて、
第一回北斗会が開催されます。
北斗会入会申し込みの
案内をしておりますので、ぜひ入会お願いします。

◆佐世保工業高等専門学校
寄付金申込書
◆佐世保市心身障害児（者）育成協議会
平成 30 年度佐世保市心身障害児（者）育成協議
会会員募集のお願い
3.伝達事項
①8/16（木）18：30 よりグランドファーストイン
佐世保にて第 2 回理事会を開催いたします。
②8/13（月）は特別休会となっております。
次回例会は 8/20（月）福田金治ガバナー公式訪
問例会です。
全会員の出席でお迎えしたいと思い
ますのでよろしくお願い致します。

《来訪ロータリアン》
佐世保東南ＲＣ
森内隆樹君

◆今月のお誕生日
T15.8.11 村上寅雄君
S23.8. 4 中島閏二君
S24.8.21 中野雄一郎君
S31.8.25 緒方信行君
S35.8. 6 小川一貴君
S49.8.29 村瀨高広君

松田士郎君

《厦門理工学院の職員との交流会》 8 月 5 日（日）

山口武臣君

昨日、厦門理工学院の陳先生夫婦を囲んだ懇親会が、
グランドファーストイン佐世保で行われました。
ご参
加の皆様、ありがとうございました。緒方国際奉仕委
員、村瀨会員、送迎や段取りにご足労頂きましてあり
がとうございました。
本日は、森山隆明ガバナー補佐を迎えての、第 1 回ク
ラブ協議会です。
担当委員長宜しくお願いします。
村上寅雄君
本日は、森山ガバナー補佐の佐世保北 RC 訪問お疲れ
様です。また、第 1 回クラブ協議会、松田幹事頑張っ
て下さい。
宮原明夫君
先日は、医師会会長就任の御祝いを、たくさんの会員
の皆様にしていただき有り難うございました。
引き出物の代わりにニコニコします。

《ニコニコボックス》
松尾重巳

親睦活動委員長

第 2740 地区第 6 グループ 森山隆明ガバナー補佐
佐世保北 RC の皆様、本年度ガバナー補佐をさせて頂
いています森山隆明と申します。本日は、佐世保北
RC 様のクラブ運営方針と委員会活動を拝聴し、しっ
かりと勉強させて頂きたいと思います。
宜しくお願い
致します。
佐世保東南 RC
森内隆樹君 松田士郎君 山口武臣君
お世話になります。
本日は森山ガバナー補佐の応援で
やって参りました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
蒲池芳明 会長エレクト
先週は変則的な動きをした台風のおかげで、
特別休会
になってしまいました。皆様には、ご心配おかけ致し
ました。
7 月 27 日の宮原先生の佐世保市医師会会長就任を祝
う会にご出席の皆様、
ご参加ありがとうございました。
また、会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
7 月 28 日インターアクト年次大会がガーデンテラス
佐賀のホテル＆マリトピアでありました。
小川地区委員、宮﨑インターアクト委員長、宮原青少
年委員長、東田先生、大変お疲れ様でした。
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

緒方信行君
森山隆明ガバナー補佐の訪問を心より歓迎申し上げ
ます。
昨日の厦門理工学院との懇親会に多数ご出席いただ
き、誠に有り難うございました。
8 月 1 日に、名古屋茶屋プール、三重川越プール、久
留米上津プールをオープン致しました。
御祝いを頂いた皆様に、心より感謝申し上げます。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君
藤井良介君 宮﨑有恒君 古賀新二君 峯 徳秀君
渡会祐二君 小川一貴君 松永祐司君 近藤竜一君
松尾重巳君 田島 慎君 船津 学君 中川信次君
井上隆三君 二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君
本日は、森山隆明ガバナー補佐を迎えての、第 1 回ク
ラブ協議会です。
貴重な意見を頂けますので、皆で拝聴しましょう。そ
して、
有限会社ヤマサ水産の佐藤たかし様のオブザー
バー訪問有り難うございます。
いろんな団体より入会のお誘いはあると思いますが、
迷わず佐世保北 RC に入会していただけると思ってお
ります。
最後に先週の例会が台風の為休会となり、
残念ながら
井上隆三会員の新入会員卓話を聞くことができませ
んでした。
次回の卓話楽しみにしております。

本日の合計

50,000 円

委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一

累計 208,000 円
（記事担当

松田亜由美 ）

