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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  「クラブ運営方針」峯 徳秀 会長                     次回例会  「納涼例会」親睦活動委員会 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
今年度の国際ロータリーテーマは「人類に奉仕するロ

ータリー」、2740 地区テーマは「地区に奉仕するロー

タリー」です。私は北ロータリークラブの今年度は「ロ

ータリーライフを楽しもう」～サービスを通して～と

しました。 
本日最後の例会を無事に迎える事が出来たのも副

会長、幹事、理事役員はもとより会員の皆様の協力の

お蔭と感謝しております。 
1 年間の出来事を時系列にスライドにしましたの

で、会員の皆様と一緒に 1 年間を振り返って頂きた

いと思います。 
 

前期（2016 年 7 月～12 月） 

・佐世保高専厦門理工学院との国際交流事業支援

（7/11） 
・納涼例会（7/11） 
・地区セミナーの参加 
会員増強（7/24）職業奉仕（9/3） 
社会奉仕（9/24）ロータリー財団（10/30） 
 
 

 
・第 5 回させぼ海洋探検隊ＩＮ高島（8/21～8/24） 
・夏の家族会（8/21） 
・北斗会（6 回/年 クラブ対抗戦 中央会との対抗戦

を含む） 
・インターアクト前期指導者研修会（10/1） 
・職場訪問（玄海原子力発電所）（10/16） 
・韓国・仁川松島ＲＣ 第 11 回姉妹クラブ締結式

（10/28） 
・地区補助金事業「若竹の家」スタッフジャンバー贈

呈式（10/31） 
・第 19 回ウォーキング＆ゲームラリー大会（11/13） 
・インターアクト例会見学（聖和女子学院 12/1 長

崎純心 12/5） 
・インターアクト準備委員会（12/19 1/5 1/10 等） 
 

後期（2017 年 1 月～12 月） 

・祈願祭、賀寿祝い新年会（1/7） 
・インターアクトクラブ結成会合（1/26） 
・インターアクトクラブ結成式（2/25） 
・第 28 回県北地区春季案内水泳記録会（3/5） 
・佐世保北、中央、東ＲＣ 合同例会（3/13） 
・観桜会（大村公園 4/2） 
・地区大会（4/15） 

佐世保高専インターアクトクラブ結成認定状「加盟

認定式」 
・従業員招待映画例会「美女と野獣」（5/8） 
・はなみずき会（5/18） 
・ロータリー情報委員会（6/2） 
・世界大会（アトランタ）（6/10～6/14）  

永田副会長、豊島国際奉仕委員長、 
緒方国際副委員長参加 
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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 28 名 欠      席  3 名 出席規定免除会員（13）出席 10 名  ビジター1 名 出 席 率  92.68％

【前々回】 会員数 44 名  出席  24 名 メークアップ 7 名  出席規定免除会員（13）出席 6 名          修正出席率  100.0％



 
 
以上の様な事業等ができ、この一年間の理事役員はじ

め会員皆様の御協力本当にありがとうございました。 
 

「一年を振り返って」         永田武義 副会長                 国際大会にパナマ訪問、共に心に残る素晴らしい旅

でした。次の旅の想いは来年のカナダ･オンタリオ州･

トロントでのロータリー国際大会に参加することで

す。 

副会長として1年を終わ

るにあたり、ひと言ご挨拶

申し上げます。 

まずは、佐世保北ロータ

リークラブの皆さま、この

一年間ご協力していただ

きまして有難うございま

した。 

一年間を顧みれば、佐世

保高専と厦門理工学院の

国際交流事業支援を始め、

多数ありましたが、特に 11 回目を迎える韓国・仁川

松島ロータリークラブとの「姉妹クラブ再締結式」に

は、藤井会長の代理で私が調印式に臨むことでした。 

 思い返せば式場で宮﨑幹事が、調印式が順調に進む

ように、側で緻密な指示やアドバイスをしてくれまし

た。お陰さまで、豊島国際奉仕委員長と無事調印をす

ることが出来ました。 
そのあとの懇親会では緒方国際副委員長、宮原ロータ

リー財団委員長を始め、奥さま方全員参加の演技で思

い出に残る立派な式典を終ることが出来ました。  
宮﨑幹事“ありがとう”貴方のお陰です。 

そして佐世保工業高等専門学校に、長年の夢であった

インターアクトクラブを提唱することが出来ました。

クラブフォーラムでは多様なご意見がありましたが、

一年をかけて 2月 25 日には佐世保高専で「結成式」

を行い佐世保北ロータリークラブの歴史に残る立派

な事業を、提唱することが出来ました。 

超多忙な医師としての仕事をやりながら 1 回も休む

ことなく卓越した頭脳と包容力で今年度の全事業を

成遂げられた藤井会長、そしてロータリーの事は全て

知り尽し生字引の宮﨑幹事を始め、理事・役員・会員

の皆様に、副会長として心を込めて感謝申し上げます。

これから、佐世保北ロータリークラブがますます発展

することを祈念申し上げ、私の挨拶とします。 

この一年間 ほんとうに有難うございました。 

 

《 あとがき 》 

思い出としては、6月 9日～16 日まで第 108 回ロータ

リー国際大会(米国・アトランタ)に豊島 揆一国際奉

仕委員長、緒方 信行国際奉仕副委員長の 3人で出席

したことです。 

会場で、ビル･ゲイツ氏の基調講演を聴いてきました

が、氏はこれから 5年間に亘って毎年 3億ドル 計 15

億ドルをロータリー財団に寄付し全世界からポリオ

を撲滅すると話をされていたことが印象に残りまし

た。 

 大会の合間をぬってパナマを訪問し、今から 137

年前に 34 年の歳月をかけて完成したパナマ運河を見

学してきました。 

 

 

《幹事報告》 

宮﨑 有恒 幹事 

  

1.例会変更 

・島原 RC  

6 月 27 日（火）12：30→18：30～  

ホテル南風楼（反省会のため） 

・佐世保南 RC  

6 月 30 日（金）12：30～→18：00～  

JA 佐世保ﾎｰﾙ（交代式のため） 

・ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保 RC 

7 月  4 日（火）12：30～ﾎﾃﾙﾖｰﾛｯﾊﾟ→「トロティネ」 

           (ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎｰﾙ使用不可日のため) 

 7 月 25 日（火）12：30→7 月 23 日（日）19：00～ 

       ホテルヨーロッパ「レンブラントﾎｰﾙ」     

（創立 22周年記念式典・祝賀例会のため） 
 

2.来信 

 

･国際ロータリー 

ザ・ロータリアン 6月号 

 
・ガバナー事務所 

第 14 回ロータリー韓日親善会議 2017 のご案内 

日時：2017 年 9 月 23 日（土）13：00～  

場所：グランドハイアット・ソウル 

 
・佐世保中央ＲＣ 

2017～2018 年度 佐世保市長表敬訪問について 
 



3.伝達事項 

①本日、6/26（月）18：30 よりグランドファースト

イン佐世保にて新旧会長・幹事交代式を開催いたし

ます。 

②7/3（月）次回例会は「クラブ運営方針」2017～2018

年度 峯 会長です。 

 

最後にこの一年間のクラブ運営にたいする会員み

なさまのご協力、ご理解に心より感謝申しあげます。 

 

・今年度は「幹事報告」を、毎週配布いたしました。 

・理事会「議事録」を、毎月最終例会で配布いたしま

した。 

・横型のクラブ旗と国旗を購入しました。 

・会員増強は、純増 1名でした。（入会者 3名、退会

者 2名、会員数 42 名） 

・年間出席率は確定ではありませんが、前年度を 1%

ほど上回ることができました。 

・ニコニコ BOX が予定の 170 万円に達しました。 

・年会費 18 万円から 20 万円に変更しました。 

・佐世保北ロータリークラブフェイスブックを運営 

管理しました。   

 

《来訪ロータリアン》    

・佐世保東 RC 緒方大輔 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員会報告》 

緒方信行 次年度国際奉仕委員会  

厦門理工学院生との交流会開催について 

7 月 15 日（土）17：30～ 多数の参加をお願い致しま

す。 

小川一貴 次年度 S.A.A.長  

本日、新旧会長・幹事交代式がグランドファストイン

佐世保にてとり行われます。 

会員の皆様には 18：25 までに着席をお願いします。 

交代式にはネクタイ着用にてお願いします。 

 

中山 誠 次年度クラブ管理運営委員長 

本日、夜の交代式の準備がありますので、次期ＳＡＡ、

親睦委員会の方は例会後に残ってください。 

 

《退会者あいさつ》            小西宗十 会員 

 
４６歳で東京から佐世

保に帰郷してほぼ３０

年になりますが、佐世

保での私の生活はロー

タリー抜きでは考えら

れません。わがままな

会員で、いただくもの

は両腕いっぱいにいた

だきながら、これとい

ったお返しができなか

ったことは心残りです

が、どうぞロータリー

の友情に免じてお許しください。長い間のみなさまの

ご厚誼・ご親切に心から感謝申し上げます。 
今日をもちましてロータリアンではなくなりますが、

ＯＢ会員の登録もさせていただきました。どうぞこれ

からも見かけたときは「おい」と呼んでください。 
最後に佐世保北クラブのますますのご発展と、会員皆

様のご健勝・ご多幸を祈念いたしまして、退会のご挨

拶といたします。 
 

《退会者あいさつ》       田実貞昭 会員     

 
会社の異動によりまして、7
月 1 日付けで弊社関係会社

の「九州自動車リース」に出

向になりました。 
北ロータリークラブには、２

年間と短い間でしたが、藤井

会長はじめ会員皆さま方に

は、大変お世話になりました。

特に還暦のお祝い、玄海原子

力発電所見学会、そして北斗

会など、暖かく接して頂きた

いへん感謝しております。北クラブはアットホームで

フレンドリーであることはもちろん、ロータリークラ

ブが目指す精神や基本をもしっかり抑えている、たい

へん素晴らしいクラブだと思います。 
そこに２年間過ごさせていただいたことは大変光

栄であり、とても貴重な経験でした。ありがとうござ

いました。 
私の後任は、福岡、本店から参ります中川と申します。 

もちろん加入させていただく予定でおりますので、私

同様どうぞよろしくお願いします 
それでは、今後とも北ロータリークラブが、峯新会長

のもと益々発展されることをお祈りいたしまして、退

会の挨拶とします。  
２年間、公私に渡り大変お世話になりました。あり

がとうございました。 



《ニコニコボックス》         緒方信行 君 

               渡会祐二 親睦活動委員長 藤井会長、永田副会長、宮﨑幹事、一年間本当にお疲

れ様でした。素晴らしい一年でした。  

佐世保東 RC 緒方大輔 君 佐世保東ＲＣ緒方大輔君のご来訪を心より歓迎申し

上げます。父親を見習って素晴らしいロータリアンに

なってください。 

いつも親子ともどもお世話になっております。 

本日は、ロータリー入会後、初の佐世保北ロータリー

クラブでのメーキャップですが、藤井会長・宮﨑幹事

としての最後の例会として楽しみにして参りました。

まだ、入会５ヶ月の新米ですが、今後とも宜しくお願

い致します。 

 

深町 等君 

藤井会長、宮﨑幹事、永田副会長、一年間お疲れ様で

した。峯次年度会長、渡会次年度幹事頑張ってくださ

い。自分も松山でまた頑張ってきます。  

藤井良介会長・永田武義副会長・宮﨑有恒幹事  

豊島揆一君   福田俊郎君  平石晃一君   今年度の最終例会を迎えることになり、会員皆様のこ

の一年間のクラブの運営に対してのご協力、ご支援に

心から厚く御礼申し上げます、本当にありがとうござ

いました。 

富田耕司君   岡井正明君  古賀新二君   

中野雄一郎君  湯口純二君  宮原明夫君  

峯 徳秀君    森  豊 君  牧野博一君  

蒲池芳明君    渡会祐二君  村瀬高広君 また本日で退会される小西さん、田実さん、お疲れ様

でした。いつまでもお元気で！！ 三谷秀和君    松田信哉君  小川一貴君  

松永祐司君    小川  寛君  近藤竜一君 卓話は、藤井会長による「一年を振り返って」です。 

松尾重巳君    田島  慎君   田中幹人君  この一年間の想いがたっぷりとあるので、話が長くな

るかもしれませんが、皆さん宜しくお願いします。 八木順平君 

本日は、久方振りの深町会員の元気な姿を拝見できて

嬉しく思います。 

 

今年度、最後の例会となりました。一年間ありがとう

ございました。  

 本日藤井会長には万感の想いの卓話をいただきます。

宜しくお願い致します。  

 小西会員、田実会員のご退会は寂しいですがこれから

のご活躍を祈念いたします。  

 深町会員お帰りなさい！ 

  

  

 

 

 

 

 

「一年間ありがとうございました」 

 

小西宗十 君 

本例会をもって北ロータリークラブを退会させてい

ただきます。会員の皆様の長い間のご厚誼に心から感

謝申し上げ、併せて北クラブのますますの発展を祈念

いたします。 ロータリー国際大会・米国アトランタ 
               6 月 10 日より  

永田副会長、豊島国際奉仕委員長、 二ノ宮 健 君 

緒方国際奉仕副委員長、参加お疲れさまでした！ 藤井会長、宮﨑幹事始め理事役員の皆様、一年間大変

ご苦労様でした。ＩＴ会報委員会の皆様、大変勉強に

なった一年間ありがとうございました。 

宮﨑幹事、窪田さんに感謝します。小西様には感謝し

ます。深町会員、お帰りなさい。 

 本日の合計 68,000 円      累計 1,820,500 円 

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 鳥越敏博 ）


