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【本 日】

会員数 44 名

出席

26 名

【前々回】

会員数 40 名

出席

20 名

6名

出席規定免除会員（12） 出席 10 名

出 席

メークアップ 8 名

欠

席

出席規定免除会員（12） 出席 10 名

修正出席率 100.00％

率 85.71％

《ゲスト卓話》
国際ロータリー2740 地区ロータリー財団委員会
岡村康司 委員長

本日の例会

年次総会

峯徳秀指名委員長

次回例会

会員卓話

小西研一会員

卓話者プロフィール
・卓話者氏名／岡村康司氏
・所属 RC／長崎南ロータリークラブ
・勤務先／税理士法人 岡村税務会計事務所
・役職名／代表社員 税理士
・出身地／長崎県諫早市生まれ
・生年月日／1955 年 6 月 1 日 64 才
・略歴／長崎市内の小・中学校を経て長崎南高～
法政大学経営学部へ進学。
大学では、江川 卓（元巨人軍投手）と同期。
1982 年長崎大水害の時に地元へ戻り、
父の実家を継ぐ。
現在奥様と 2 人暮らし。
・趣味／バイク:高校の時からバイクに乗る
筋金入りのバイクオタク

会にご協力頂いた、
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
委員長 牧野博一会員を始めとして委員会の皆様、ま
た参加して頂いた多くの会員の方々、
そして大会に協
賛して頂いた会員の皆様どうもありがとうございま
した。
当日は 11 月とは言え晴天で温かい中で過ごすこと
ができ、
さらに皆様のおかげで楽しく盛り上がること
ができました。200 人を越える市民の参加者がゲーム
やスポーツの交流を通じて体力の増進やそれと同時
に精神障害がある方への理解を深める事が出来たと
思います。
私はこの時代を共に生きる仲間として人が人を支
える事の意味、
ゲームであっても達成した時の喜びを
共に分かちあえる素晴らしい機会であったと思いま
した。
人を思いやる優しさは、
社会を作り上げる上で欠か
すことができないものだと私は信じています。
ロータリーのこのような社会奉仕活動は今後も生き
続けるようどうか会員の皆様のご理解とご協力をお
願い申し上げます。
本日はロータリー財団委員会委員長岡村康司様の
卓話となっております。
会員の皆様楽しく拝聴させて
頂きましょう。

《幹事報告》
村瀬高広

幹事

《会長挨拶》
蒲池芳明 会長

1.例会変更
北松浦ＲＣ
2 月 10 日（火）12：30→12 月 14 日（土）18：30
（年末家族懇親会のため）
先週よりご入会頂いた 4 名の村上会員、永石会員、
戸畑会員、
早田会員の方々は昼間の例会は初めてと思
います。どうぞ楽しんで下さい。
11 月 16 日第 22 回ウォーキング＆ゲームラリー大

12 月 31 日（火） 休会
（定款第 8 条第 1 節により）

佐世保南ＲＣ
11 月 22 日（金）12 月 27 日（金）1 月 3 日（金）
休会（定款第 8 条第 1 節により）
ハウステンボス佐世保ＲＣ
12 月 3 日（火）12：30～
ホテルヨーロッパ「吉翠亭」
（例会場使用不可のため）

佐世保にて第 5 回理事会が開催されます。
③11/25（月）次回例会時に委員会半期報告用紙を
各委員長へ配布いたします。
12 月 12 日（木）締切予定でおりますので
よろしくお願いします。
④11/25（月）次回例会はご案内しておりました
通り「年次総会 峯 徳秀 指名委員長」です。
皆さま ご出席をよろしくお願い致します。

12 月 10 日（火）12：30→12 月 8 日（日）18：30
（クリスマス家族例会のため）
12 月 31 日（火）1 月 7 日（火）休会
（定款第 8 条第 1 節により）
2.来

信

《来訪ロータリアン》
佐世保中央ＲＣ

四元清安君

・公財）ロータリー日本財団
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰
ピンバッジ（三谷会員④、近藤会員③）
・公財）ロータリー米山記念奨学会
①米山功労クラブ感謝状 表彰
第 34 回米山功労クラブ・米山功労者
〔感謝状〕
第 1 回功労者・・・
（牧野会員、松永会員、
田島会員、松田（亜）会員、船津会員）
第 4 回功労者・・・
（中島会員）
〔感謝状・ルビーピンバッジ〕
第 10 回功労者・・
（富田会員）
②ハイライトよねやま Vol.236
(セルフＢＯＸへいれております)
・ガバナー事務所
①国際大会について
（6 月 6 日～10 日ハワイ・ホノルル）
本年度は地区でのツアー計画は困難なため断念
させていただきます。
地区ナイトは計画しています。
申込者が多いと予想されますので早めのご登録、
チケット予約をお勧めいたします。
・地区大会事務局
地区大会 ご出席・ご協力の御礼
3.伝達事項
①11/20（水）18：30 よりグランドファーストイン
佐世保にて市内ＲＣ会長・幹事会が開催されます。
②11/21（木）18：30 よりグランドファーストイン

《委員会報告》
定款細則改定委員会
松田信哉 直前幹事
本日、例会終了後、第１回の定款細則委員会を開催し
ます。
12 月 4 日開催の会長幹事研修会は 18：30 からです。
国際奉仕委員会
緒方信行 委員長
①4 月 11 日開催の第 12 回 仁川松島 RC の姉妹締結に
ついて。
②3 月の仁川松島 RC へのショートステイについて。
社会奉仕委員会
牧野博一 委員長
11 月 16 日（土）開催のウォーキング＆ゲームラリー
に参加会員の皆様おつかれさまでした。会員、家族
28 名の参加をいただき大変ありがとうございました。

ロータリー財団・米山記念奨学委員会
近藤竜一 委員長
職業奉仕、
社会奉仕と並んでロータリー財団の活動は
我々が追い求めるロータリーの意義の大きな柱です。
しっかりと拝聴しましょう。

《ＲＩニュース》
メールを用いた偽装詐欺にご注意ください
ロータリーでは最近、偽のロータリーの電子メール
アドレスを利用して、
会員や一般の方々からお金や個
人情報を得ようとする偽装詐欺メールが送信された
ことを検知しました。
これらはロータリーからの正式
な通知ではないため直ちに破棄してください。今後も
引き続き、警戒と注意をお願いいたします。
金銭や個人情報の提供を要請する、
または金銭がも
らえることを伝える疑わしいメールは無視してくだ
さい。
そのようなメールにある添付やリンクは開かない
でください。
E メールアドレスや送信者の詳細をよくご確認く
ださい。ロータリーからのメールでは @rotary.org
が使用されています。
偽装詐欺が疑われる「ロータリー」の名が入ったメ
ールを受信された場合は、fraudreport@rotary.org
にご報告ください。
ご協力をよろしくお願いいたしま
す。

《ニコニコボックス》
田島

慎

親睦活動委員

佐世保中央ＲＣ 四元清安君
本日、
メイクアップ致します。
よろしくお願いします。
蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
①今月のロータリー財団月間に伴い、
国際ロータリー
第 2740 地区ロータリー財団委員長岡村康司様を
お迎えしての卓話です。よろしくお願い致します。
②11 月 16 日(土)に開催されたウォーキング＆ゲーム
ラリー大会に参加された皆さま、お疲れ様でした。
とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
ありがとうございました。
豊島揆一君
11 月 17 日は結婚記念日で花束が届きました。
ありがとうございました。
牧野博一君
11 月 16 日のウォーキング＆ゲームラリー大会に参加
の会員の皆様、大変お疲れ様でした。
感謝申し上げます。
茶村亜子君
先日のＫＫＣにおきまして、
素晴らしい歌声を披露さ
れた宮原先生がグロスで１位を獲得され、
その賞金を
譲っていただきましたので、
ニコニコさせていただき
ます。
宮原先生の歌声にすごくうっとりした素晴らし
いＫＫＣでした。
村上英毅君
初めて、カラオケ(ＫＫＣ)に参加しました。
とても楽しかったです。
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君
緒方信行君 古賀新二君 湯口純二君 宮原明夫君
峯 徳秀君 渡会祐二君 小川 寛君 近藤竜一君
松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 中川信次君
井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君 早田貴志君
二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 永石浩一郎君
①11 月 16 日に開催されました、ウォーキング＆ゲー
ムラリー大会に参加されました会員の皆様、
そして
準備運営をされた奉仕プロジェクト社会奉仕委員
会牧野委員長、宮原会員、本当にお疲れ様でした。
②本日の卓話は、
地区ロータリー財団委員長岡村康司
様による卓話です。皆様よろしくお願いします。

国際ロータリー第 2740 地区
ロータリー財団委員長 岡村康司君
今日は卓話で呼んでいただきありがとうございます。
拙い話ですがどうぞよろしくお願い致します。
本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

36,000 円

委員 / 平石晃一 中島閏二 中川信次

（記事担当

累計

625,000 円

田島

慎）

