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31 名

欠

1名

出席規定免除会員（12）出席 6 名

30 名

メークアップ 4 名

出席規定免除会員（12）出席 7 名

《ガバナー公式訪問》
国際ロータリー2740 地区

ガバナー/駒井

ビジター6 名

出

席

率

97.37％

修正出席率

100.0％

・ロータリー財団への年次寄付目標
一人平均 150 ドル/年間
駒井英基ガバナー

ＲＩテーマと地区運営方針
１．ＲＩテーマ
「ロータリー：変化をもたらす」
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

２．地区運営方針
『 地域社会にも変革を！ 』
職業奉仕にて地域社会に貢献しつつ、
次の項目に努力して取り組んでみよう。
・クラブセントラルにクラブの活動を登録しよう。
・人道的奉仕にもう一度目を向けよう。
・ロータリーの公共イメージと
認知度の向上を目指そう。
・会員増強の目標
会員５０人未満のクラブ
純増１名
会員５０人以上のクラブ
純増２名

・米山記念奨学会への寄付目標
一人平均 16,000 円/年間

《会長挨拶》
峯

徳秀 会長

本日は 2017-2018 年度 国際ロータリー第 2740 地区
駒井英基ガバナーをお迎えしての公式訪問例会です。
入会間もない会員の方もおられますので簡単に説明
を致しますが、ガバナーとは国際ロータリー会長より
職務代行を委任され、時の会長の運営方針を担当地区
の会員へ伝えるのが最大のお仕事であり、本日はその
実施にあたり当クラブへ公式に来訪された例会とい
う取り扱いになります
本日も先週同様、１１：３０より事前懇談会を行っ
て頂き、前田和隆第６グループガバナー補佐、鐘ヶ江
輝昭地区副幹事にもご同席頂き、当クラブの現況報告
並びに本年度運営方針等を説明させて頂きました。お
忙しい中、早い時間よりありがとうございます。駒井
ガバナーにおかれましては、後ほど卓話としてＲＩ会
長メッセージ並びに地区運営方針等に関しお話しを
して頂き、私どもへのご指導をどうぞよろしくお願い
致します。
先週は、今年度 PETS 初顔合わせ、ウォーク＆ゲー
ムラリー実行委員会、インターアクト年次大会への出
席等多忙な一週間でありました。後ほど各委員会報告
により詳細をご確認ください。
《幹事報告》
渡会祐二 幹事
1.例会変更
佐世保ＲＣ

8 月 16 日（水） 休会
（定款第 8 条第 1 節により）
佐世保東ＲＣ 8 月 31 日（木） 休会
（定款第 8 条第 1 節により）
2.来信
･ 国際ロータリー
① 『新しいロータリークラブ・
セントラルをお試し下さい』
② 故サム・オオリＲＩ会長エレクト葬儀のご案内
・国際ロータリー日本事務局
8 月ロータリーレート 1 ドル＝111 円
・16～17 年度 地区大会事務局
① 地区大会記念誌（登録会員へ一人１部、
ＩＡＣ２部、事務局１部）
② 地区大会記念誌登録者
記載間違いのお詫びと訂正について
〔訂正ページ〕73 ページ
〔訂正箇所〕第 7 グループ 大村ＲＣ
本日の例会「会員卓話」鐘ヶ江和重会員

小西研一会員

誤）小又三正（会長）→
誤）酒井美克（幹事）→

正）酒井美克（会長）
正）小又三正（幹事）

③地区大会事務局閉鎖のご案内
･ガバナー事務所
① 第１６回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
日時：10 月 14 日（土）
9：30 登録受付
10：00 点鐘・開会式
16：00 表彰式
会場：東京・市ヶ谷の
日本棋院本院の 1 階対局室
登録料：7,000 円（昼食代、賞品代等含む）
②「ガバナー月信」執筆依頼
「ガバナー公式訪問」のクラブ報告
③ クラブ奉仕戦略計画セミナーについて
公門地区委員宛
④ 訃報のお知らせ
2005～2006 年度ガバナー本城好春様（唐津ＲＣ）
7 月 28 日ご逝去（享年 86 歳）
・佐世保ＲＣ
2017～2018 年度
クラブ現況、活動計画および報告書
・佐世保東ＲＣ
2017～2018 年度
第 3 回佐世保市内ＲＣ会長・幹事会議事録
・させぼボートフェスティバル実行委員会
「させぼボートフェスティバル 2017」
事業終了のご報告
・佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
平成 29 年佐世保市心身障がい児（者）
育成協議会会員募集のお願い
3.伝達事項
① 8/6（日）13 時より
「2017～18 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」
が開催されます。
ご出席の方は宜しくお願いします。
➁ 8/7(月)次回例会は新入会員卓話「私の職業」
鐘ヶ江和重 会員
小西 研一 会員
中川 信次 会員です。

中川信次会員

次回例会

「特別休会」

《来訪ロータリアン》
第 2740 地区
ガバナー
駒井英基 様
（佐賀南ＲＣ）

佐世保南ＲＣ

川原正寛 君

佐世保中央ＲＣ

崎山信幸 君

第 2740 地区
第 6 グループ
ガバナー補佐
前田和隆 様
（佐世保東ＲＣ）

第 2740 地区
地区副幹事
《委員会報告》
鐘ヶ江輝昭 様
（佐賀南ＲＣ）

随行者

秀島宣雄

君（佐賀南ＲＣ）

宮﨑有恒 インターアクト委員長

7 月 29 日「インターアクト年次大会」が有田工業高
等学校をホストとして有田ポーセリングパークでイ
ンターアクター、ロータリアンあわせて 300 名ほどで
開催され、峯会長ほかインターアクト委員会より 5
名出席しました。
佐世保高専インターアクトクラブは残念ながら定期
試験前の為、参加できず、顧問の森下先生のみの参加
でした。基調講演に分科会と開催され、初めて年次大
会を体験しましたが有意義な時間を過ごすことがで
きました。次年度のホスト校は牛津高等学校です。
終了後は有田で反省会を開きましたが、そのときはな
ぜか２名増えていました。顧問の森下先生からは次の
ようなメッセージをいただきました。
『昨日はインターアクト年次大会で大変お世話にな
りました。また、夕食はとてもおいしい食事と会話で、
皆様の思いやりに感謝するばかりです。帰りはしっか
り宿舎の近くまで、車で送っていただきました。どう
ぞ皆様によろしくお伝えください。
』

中野雄一郎

社会奉仕委員長

湯口純二君
波佐見高校、甲子園出場応援寄付金、絶賛受付中で
す！峯会長、村瀨委員長におかれましては、社長就任
の記念すべき年の甲子園、長く思い出に残る寄付金の
ご検討は、いかがでしょうか？一丁、応援してやろう
かとお考えのキップのいい会員の皆様よろしくお願
いいたします。もちろん、後援会の領収書は発行いた
します。

特定非営利活動法人チームフォーバイフォーより第
20 回ウォーキング＆ゲームラリー大会の協賛のお願
いをセルフボックスに入れております。今年の地区補
助金申請事業になっております。趣意書を確認の上、
協賛をお願いします。来週、申込書を配布し、品物は
後日でいいですが 8/21 までに申込み下さい。
松田信哉 親睦活動委員長

福田俊郎君
平石晃一君
藤井良介君
緒方信行君
中山 誠君
古賀新二君
中野雄一郎君
宮原明夫君
森
豊君
牧野博一君
蒲池芳明君
松田信哉君
二ノ宮健君
小川一貴君
松永祐司君
近藤竜一君
松尾重巳君
公門新治君
船津 学君
駒井英基 RI 第 2740 地区ガバナーのご来訪を心より歓
迎いたします。前田和隆ガバナー補佐におかれまして
も、先週に続いてのご来訪、歓迎申し上げます。地区
副幹事の鐘ヶ江輝昭様、佐賀南 RC の秀島宣雄様にお
かれましても、ようこそ北ロータリークラブへお越し
になられました。心より歓迎申し上げます。

夏の家族会の案内を皆様へ送付していると思います
が、出欠の連絡をお願い申し上げます。その中の景品
を募集しておりますのでよろしくお願い申し上げま
す。
《ニコニコボックス》
松田信哉

親睦活動委員長

駒井英基 ガバナー
佐世保北 RC 様、本日はお世話になります。
前田和隆 ガバナー補佐
佐世保北 RC の皆さま、先週は大変お世話になりまし
た。皆様の温かい歓迎で大役の不安が一掃され、今後
の訪問が楽しみになりました。引き続きよろしくお願
いいたします。

国際ロータリー第 2740 地区
インターアクト年次大会

佐世保南 RC 川原正寛君
久し振りにお世話になります。

2017-2018 年度

先日執り行われたインターアクト年次大会の会場の
様子です。

佐世保中央 RC 崎山信幸君
「峯会長」！！本日はお世話になります。
峯徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
駒井英基 RI 第 2740 地区ガバナーのご来訪をクラブ一
同心より歓迎申し上げます。本日の卓話を拝聴させて
いただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
永田武義君
南ロータリークラブの川原さん、ようこそ格調高い北
ロータリークラブにいらっしゃいました。私が高校 3
年生の時に初めて、外国車の手ほどきを受け、55 年
が経ちます。
いつまでも元気な川原さんでいて下さい。

7 月 29 日

宮﨑有恒君
インターアクト年次大会参加の峯会長他 6 名の会員
のみなさん、お疲れさまでした。松尾会員、車の送迎
ありがとうございました。

於有田ポーセリンパーク

本日の合計 36,000 円
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

松永祐司

船津 学

松田亜由美

累計 200,000 円
（記事担当

公門新治 ）

