第 1490 回

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB

№2

例会日 2017/7/10

Weekly Report
ひ

と

「ロータリー：自ら元気に楽しもう！他者のお役に立とう！」
佐世保北ロータリークラブ

会長/峯

徳秀 幹事/渡会 祐二

創立/1984.4.16

認証/1984.5.14

2017～2018
ＲＩ長 / ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾗﾘｰ
～年度
サービスを通して
～

例会場/佐世保市島瀬町 7 番 7 号
事務局/佐世保市上京町 6 番 21 号

ガバナー/駒井

英基

西沢本店 8Ｆカトレアホール（毎週月曜日）
上京ビル 4 階

TEL 0956-22-7144 FAX 0956-22-1201

E－mail office@sasebonorth.org Web http://www.sasebonorth.org
【本 日】会員数 44 名 出席

28 名

【前々回】会員数 44 名 出席 28 名

≪納涼例会

欠

席 4 名 出席規定免除会員（12）出席 7 名 ビジター0 名 出 席 率 89.74％

メークアップ 2 名 出席規定免除会員（13）出席 10 名

修正出席率

97.56％

新入会員歓迎会》
親睦活動委員会

本日の例会
次回例会

「第 1 回クラブ協議会・前田和隆ガバナー補佐訪問（佐世保東ＲＣ）」

渡会祐二

「ガバナー公式訪問」

駒井英基ガバナー（佐賀南ＲＣ）

幹事

《会長挨拶》
峯 徳秀 会長
記録的豪雨で大きな被害を受けた福岡・大分両県では
土砂災害や河川の氾濫が相次ぎ、
自然の猛威に翻弄さ
れた第１例会以降の一週間でありました。
さて、
７月第２例会は例年厦門理工学院の学生の皆様
が当クラブを訪問されておりましたが、
本年は７月１
５日（土）にショートステイを担当頂くご家族を交え
ての懇談会がシャンラーにて開催されます。
会員の皆
様方もご出席頂きますようお願い致します。
本日は前回例会に引き続き、
新入会員中川信次さんを
お迎え致します。
本例会終了後の納涼会並びに新入会
員歓迎会にて鐘ヶ江会員・小西会員とともに大歓迎を
させて頂きます。
さて、来週は海の日で祝日休会であり、２４日に前田
ガバナー補佐訪問クラブ協議会、
３１日が駒井ガバナ
ー公式訪問例会となります。
あっと言う間に７月が終
わってしまいそうですが、
皆様も健康に留意されロー
タリー活動を楽しんで頂きたいと思います。
《幹事報告》
渡会祐二

幹事

1.例会変更
松浦ＲＣ
７月 14 日(金）12：30～ → 18：30～
割烹 華(新旧役員交代式及び歓迎会の為)
2.来信
･公財）ロータリー米山記念奨学会
2017 年度上期普通寄付金のお願い
･ロータリーの友事務所
ロータリーの友 ７月号
･ガバナー事務所
➀ガバナー事務所開設のご案内
開設日：7 月 1 日（土）
事務所：〒840-0815
佐賀県佐賀市天神二丁目２-２８
松尾天神ビル 1103 号室
ＴＥＬ：0952-26-6868 ＦＡＸ：0952-26-6844
E-mail: ri2740sagapiece@orion.ocn.ne.jp
執務時間：10：00～17：00（月～金曜日）
※土・日・祝日休ませていただきます。

②2017～2018 年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2740 地区
クラブ奉仕戦略計画研修セミナー
開催のご案内（クラブ・地区委員宛）
日時：8 月 6 日（日）13：00～17：00
会場：東彼杵教育センター
大ホール・研修室・大会議室
（東彼杵郡東彼杵町東彼杵郷 706-4
ＴＥＬ:0957-46-0114）
➂2017～18 年度地区資金（前期分）
送金のお願い
・国際ロータリー第 2740 地区
地区大会事務局開設のお知らせ
開設：2017 年 7 月 3 日（月）
所在地：〒840-0815
佐賀県佐賀市天神二丁目２-２８
松尾天神ビル 1103 号室
ＴＥＬ：0952-26-6868ＦＡＸ：0952-26-6844
E-mail: ri2740sagapiece@orion.ocn.ne.jp
執務時間：10：00～17：00（月～金曜日）
・佐世保ＲＣ
2017-18 年度市内会長幹事一覧表 修正
・佐世保中央ＲＣ
市長表敬訪問 報告
3.伝達事項
①7/14(金）18：30 よりグランドファーストイン
佐世保にて第 2 回定款細則委員会を開催いたし
ます。
➁7/15（土）17：30 よりシャンラーにて厦門理工
学院との懇談会を開催いたします。
➂7/16（日）8：30 より佐世保川・佐世保公園に
て「させぼボートフェスティバル」が開催され
ますので開会式に出席いたします。
➃7/19（水）18：30 よりホテルオークラＪＲハウ
ステンボスにて第３回市内ＲＣ会長幹事会が開
催されます。
➄7/17(月)は祝日休会（海の日）となっておりま
す。次回例会は 7/24（月）前田和隆ガバナー補
佐訪問例会です。大委員長、小委員長には活動
計画の発表をして頂きます。委員長欠席の場合
は必ず副委員長か代理の委員をお願い致します。
３年未満の会員は、クラブの仕組みについて学
ぶため出席が奨励されていますので必ずご出席
下さい。

《新入会員紹介》
氏
名：中川信次（なかがわしんじ）
勤 務 先：九州電力株式会社佐世保営業所
役
職：佐世保営業所長
職業分類：電灯電力供給
入 会 日：H29 年 7 月 10 日
生年月日：S40 年 10 月 13 日

《ニコニコボックス》
松田信哉

親睦活動委員長

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
まずは、新入会員の中川会員にはご入会おめでとうご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、
本日は、恒例の納涼例会・新入会員歓迎会となります。
対象新入会員の鐘ヶ江会員、小西会員、中川会員を歓
迎しつつ、会員同士の親睦を深めて参りましょう。担
当の親睦活動委員会の皆様、どうぞよろしくお願いい
たします。
永田武義君
九州電力佐世保営業所長の中川信次様のご入会を心
より歓迎いたします。格調高い佐世保北ロータリーク
ラブで一緒に活動してロータリーを楽しみましょう。
東田賢二君
本年も厦門理工学院の学生がお世話になります。
何卒
よろしくお願いいたします。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君
藤井良介君 岡井正明君 緒方信行君 中山 誠君
宮﨑有恒君 宮原明夫君 牧野博一君 蒲池芳明君
小川一貴君 松永祐司君 近藤竜一君
船津 学君
皆様、暑い中お疲れさまです。本日は楽しみにされて
いた納涼例会です。大いに楽しみましょう。本日入会
された中川信次さん、ようこそ、歓迎いたします。よ
って本日の納涼例会は 3 名の新しい会員の歓迎会を
兼ねてますので、皆で盛り上がりましょう。

《委員会報告》
緒方信行 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につい
て、17 時 30 分からシャンラーにて開催いたします、
ご出席賜りますようお願いいたします。

小川一貴
・7 月 24 日、ガバナー補佐訪 問例会

ＳＡＡ長

親睦活動委員会一同
松田信哉君 古賀新二君 松尾重巳君 田島 慎 君
八木順平君 東田賢二君 鐘ヶ江和重君 小西研一君
新しい仲間、中川信次さんの入会を心より歓迎いたし
ます。本日は、親睦活動委員会担当の納涼例会です、
今回は西沢寛会員にはたくさん料理をふるまってい
ただきました。
豪華なお食事とおいしいお酒をお楽し
み下さい。

・7 月 31 日、ガバナー公式訪問例会になります。
ＳＡＡ担当者は 11 時 30 分、他のＳＡＡは 12 時ま
での出席をお願いします。
・委員会報告の報告書ですが、ＳＡＡが取りまとめ
ＩＴ会報委員会に渡しますので、報告後、司会者に
お 渡しください。

本 日 の
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