
                                        第 1486 回 №41 

                                         例会日 2017/6/12   

Weekly Report 
「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

本日の例会 第４回クラブ協議会（年間報告）宮﨑有恒 幹事         次回例会  一年を回顧して 藤井良介 会長 

 《委員会卓話》 

「親睦しながら親睦を考えよう」 

渡会祐二親睦活動委員長  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「東洋美人」 

多くの会員より差し入れをいただきましたが、こちら

のお酒は安部総理とプーチンの首脳会談で飲まれた

日本酒です。 
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佐世保北ロータリークラブ 2016～2017 年度  ＲＩ長 / ジョン F.ジャーム   ガバナー/﨑永 剛 

【本  日】会員数 44 名 出席 24 名 欠      席  7 名 出席規定免除会員（13）出席 6 名  ビジター1 名 出 席 率  81.08％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  24 名 メークアップ 6 名  出席規定免除会員（13）出席 7 名         修正出席率  100.0％ 



本日は、親睦活動委員会の担当例会です。 
「親睦しながら親睦を考えよう」のテーマのもと、進

めて参ります。本日はせっかくの第２例会ですので、

皆さんにお酒を楽しんでいただくため、未来事業基金

のバーカウンターをご用意しております。本日はビー

ルもご用意しましたし、たくさんの方から美味しいお

酒を持ち込んでいただきましたので、ゆっくりとお楽

しみください。 
進行につきましては、まず宮﨑幹事にご用意いただい

たスライドと、３０周年記念式典のときに流したＤＶ

Ｄを見ていただきます。その後、会員の皆さんから親

睦に関するご意見をお伺いしようと思います。 
最後に、未来事業基金について中山会員からお話をし

ていただきます。委員会一同準備をしてまいりました

ので、どうぞよろしくお願い致します。 
 
※たくさんの方にお酒を供出いただきました。本当に

ありがとうございました。 
※会員からのご意見については、福田会員、小西会員、

富田会員からお話をいただきました。ありがとうご

ざいました。 
 

《会長挨拶》          

藤井良介 会長 

  

6 月は「ロータリー親睦活動月間」です。レクリエー

ション活動や保健と医療問題に共通の関心を寄せる

ロータリアンや、類似した職業を持つロータリアン同

士の国際親善と善意の重要性を認識し、親睦活動への

参加の増加及びこのプログラムに対する理解を促進

するためと RI 理事会によって指定されておりますが,

少々理解しにくい内容です。そこでクラブでは本日は

最後の夜の例会でもあり、親睦活動委員会による「親

睦しながら親睦を考えよう」というタイトルで「未来

事業基金」のことも考えながらいつもより多めのお酒

を用意して、会員同士の親睦を深めたいと思います。

渡会親睦活動委員長はじめ委員会の皆様よろしくお

願い致します。 

そして米国・アトランタではロータリー国際大会が開

催中です。永田副会長、豊島国際奉仕委員長、緒方副

委員長が参加されています。帰国後次回例会で国際大

会の様子を拝聴できればと考えています。 

 

《幹事報告》 

宮﨑 有恒 幹事  

1.例会変更 

 

・有田 RC  

6 月 20 日（火）12：30～→18：30～  

有田ポーセリンパーク 蔵（年度末懇親例会の為） 

 

・松浦 RC  

6 月 16 日（金）12：30～→6月 18 日（日） 

10：00～柚木川内キャンプ場（清掃作業のため） 

6 月 23 日（金）12：30～→18：30～  

松浦シティホテル（歓送迎会のため） 

 

・佐世保中央 RC  

6 月 29 日（木）12：30～→18：30～ 

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ佐世保（会長・副会長・幹事交代式のため） 

 

・佐世保東南 RC 

6 月 28 日（水）12：30→6 月 30 日（金）19：00～ 

ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ JR ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 3Ｆさくら（役員新旧交代式の為）  

 

2.来信 

 

･ 国際ロータリー日本事務局 

①ローターアクトクラブ／インターアクトクラブの

年次報告のお願い 

②ロータリー親睦活動月間 リソースのご案内 

 

・ロータリーの友事務所 

ロータリーの友 6 月号 

 

・ガバナー事務所 

ﾛｰﾀﾘｰ情報ハンドブック（改訂第 2版）のご案内 

ﾛｰﾀﾘｰ情報冊子のご案内 

 

・ガバナーエレクト事務所 

 次年度公式訪問時のﾀｲﾑスケジュールについて 

（お知らせとご協力のお願い） 

 

・佐世保東 RC 

 第６グループ公式訪問日程について 

 

・佐世保市水泳協会 

佐世保市水泳協会 70 周年記念 第 70 回県北地区夏 

季水泳競技大会のご案内 

日時：6月 25 日（日）  

開会式 9 時 15 分   

競技開始 9時 30 分   

会 場：佐世保市温水ﾌﾟｰﾙ   

参加者：選手 250 名 競技役員 40 名 保護者 

 

・佐世保・厦門市青少年交流協会 

 会長退任・就任のお知らせ   

5/31 付 退任）樋渡憲三会長   

就任）古賀良一副会長が会長へ就任 

 

 

 



《委員会報告》 ・佐世保市役所 海の日協賛会 

宮﨑 有恒次年度インターアクト委員長  海をきれいに“ビーチ・クリーンアップ”への参 

インターアクト年次大会が開催されますので、関係委

員会の皆さまに案内いたします。 

加ご協力について（お願い） 

 日時：7月 17 日（月・祝） 

期日 ： 平成 29 年 7 月 29 日（土曜） （集合）午前 8時 30 分 ※ 雨天決行、荒天中止 

会場 ： 有田ポーセリンパーク （清掃活動）午前 9時から 1時間程度 

時間 ： 午前 10 時開会式 午後 5時終了  実施場所： 

①鹿子前地区（九十九島ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ、鹿子前海水浴場）  

 ②俵ヶ浦地区（俵ヶ浦漁港、白浜海水浴場） 

《ニコニコボックス》          

・ＮＰＯ法人チーム・フォー・バイ・フォー                 西沢 寛 親睦活動委員 

 Ｎｅｗｓ4×4 5 月号、 年会費納入のお願い 

佐世保西 RC 富村 健君  

・九州プラスネット お世話になります。今日は良い時に来ました。藤井会

長、宮﨑幹事、もう少しですね。ニコニコしますね！！  卓話講師利用のお願いについて 

  

3.伝達事項 藤井良介会長・宮﨑有恒 幹事 

  本日の例会は「親睦しながら親睦を考えよう」です。

親睦活動委員会による初めての取り組みです。お酒を

飲みながらですので、幹事が飲みすぎるのが心配です

が、皆で協力しながら、楽しい例会にしましょう！ 

① 6/15(木)18：45 より九十九島ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ＆ﾘｿﾞｰﾄフラ

ッグス竹彩にて第12回理事会を開催いたします。 

 

 ②6/17（土）13：00 より東彼杵教育センターにて 

松尾重巳君 2017～18‘年度地区クラブ奉仕委員会年間計画と方

針打ち合わせ会議が開催されます。公門地区委員 

宜しくお願いします。 

先日、結婚祝いを戴きました。有難うございます。こ

れを戴いて、毎年、結婚記念日を思い出して慌ててま

す。親睦委員会の皆様、御疲れ様です。御世話になり

ます。 
 

③6/19（月）次回例会は第 4回クラブ協議会（年間報

告）宮﨑幹事です。大委員長、小委員長の方々は  
船津 学君 一年間の実績報告をお願い致します。欠席の方は、

必ず代理をお願い致します。 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健   委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明   （記事担当 二ノ宮 健）

本日の合計 47,000 円     累計 1,690,500 円 本日の合計 29,000 円      累計 1,719,500 円 

 

《 来訪ロータリアン 》 

 

 ・佐世保西 RC 富村 健 君             

この度、佐世保東ロータリークラブの須崎満弘さんと、

土地家屋調査士法人を設立致しました。県内で２つ目、

県北では、初となる土地家屋調査士法人です。今後の

私達の業界の為にも、成功出来るように、精一杯頑張

ります。皆様、今後とも宜しくお願い致します。 
 

 

小西宗十君  福田俊郎君 平石晃一君 二ノ宮 健君 

宮原明夫君  峯 徳秀君  中野雄一郎君 小川 寛君

小川一貴君  近藤竜一君  蒲池芳明君  松永祐司君 

本日の例会は、親睦活動委員会の皆様、御苦労様です。

大いに期待しております。 
 

親睦活動委員会 

渡会祐二君  湯口純二君 公門新治君  西沢 寛君  

田島 慎君 八木純平君  松田亜由美君 

本日は、当委員会の担当例会で、「親睦しながら親睦

を考えよう」です。委員会一同、準備して参りました

ので、皆様、ゆっくりお楽しみ頂ければと思います。 
  

   

 


