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【本 日】会員数 44 名 出席

27 名

欠

席 5名

【前々回】会員数 44 名 出席

31 名

メークアップ 1 名

出席規定免除会員（12）出席 4 名 ビジター0 名 出 席 率 86.11％
出席規定免除会員（12）出席 6 名

《会長挨拶》

修正出席率 100.0％

2.来信
峯 徳秀 会長

本日は、生憎の天候となりましたが、短縮例会・夏
の家族会へご出席頂きまして誠にありがとうござい
ます。私は本年度佐世保北ロータリークラブの第 34
代会長を拝命しました峯と申します。
どうぞよろしく
お願い致します。
さて、今年度の夏の家族会、当クラブ 4 年ぶりにハ
ウステンボスデハール号での開催となりました。
月曜
日の開催で出席者数の心配をしておりましたが、
なん
と 100 名の方にご出席頂き感謝申し上げます。
また、
会員の皆様には別途景品およびキャッシュを
ご提供頂きまして誠にありがとうございます。
親睦委
員会の皆様に素晴らしい企画をして頂いております
ので、皆様ご期待下さい。
お盆も終わりまして、2017 年の夏も間もなく終わ
りを告げようとしています。本日の夏の家族会が、皆
様おひとりおひとりの夏の思い出の１ページに加え
て頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
《幹事報告》
渡会祐二

幹事

1.例会変更
佐世保東ＲＣ
9 月 7 日（木）12：30～→9 月 9 日（土）18：30～
（納涼家族例会のため）

本日の例会「会員卓話」鐘ヶ江和重会員
本日の例会
「第 1 回ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ」会員増強委員会
小西研一会員

・国際ロータリー
①指名委員会が 2018～19 年度国際ロータリー会長
エレクトを選出
イーストナッソー・ロータリークラブ（バハマ）
所属 バリー・ラシン氏
②会員増強詳細報告 2017 年 8 月
・公財）米山記念奨学会
ハイライトよねやま vol. 209
･ガバナー事務所
①地区名簿訂正のお願い
（誤）長崎空港観光ホテル→（正）㈱ホテル南風楼
②クラブ会員の My Rotary 登録状況の確認方法に
ついて
③新しい My Rotary 登録資料配布の件
・諫早南ＲＣ
事務所開場時間について
開場時間：月・水
10：00～16：00
※火木金土日祝日は閉場しておりますのでご了承
下さい。
（第 1・3 月曜日は例会日のため例会時間は
不在致します）
3.伝達事項
①8/22（火）第６回海洋探検隊 in 高島の開校式が
行われ 24 日まで開催されます。
②8/28（月）次回例会は第 1 回クラブフォーラム
「会員増強委員会」です。
中川信次会員
次回例会 「ｹﾞｽﾄ卓話」ｼﾞｬﾊﾟﾈｯﾄたかた創業者
次回例会 「特別休会」
髙田明氏

《ニコニコボックス》
古賀新二親睦活動委員
峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
ご家族の皆さん、
ようこそ夏の家族会にお越しいただ
きました。本日は、クルーズでのお食事、イベントを
皆さんで楽しんでいただければと思います。
松田委員
長をはじめ、親睦活動委員会の皆様には、お忙しい中
色々とご準備いただき、ありがとうございました。今
日はどうぞよろしくお願い致します。
平石晃一会員
お盆に際しては、皆様にお参りいただき、又お供え物
など大変有り難うございました。
母も大変喜んだこと
と思います。感謝申し上げます。
今日は親睦活動委員会の皆さん、
家族会のお世話大変
ご苦労様です。皆さんで大いに楽しみましょう。
小西宗十 OB 会員 豊島揆一 会員 福田俊郎会員
富田耕司 会員 藤井良介 会員 緒方信行会員
中野雄一郎会員
宮原明夫 会員 森
豊会員
牧野博一 会員 村瀨高広 会員 松永祐司会員
小川 寛 会員 近藤竜一 会員 公門新治会員
船津 学 会員 松田亜由美会員
本日は待ちに待った「夏の家族会」です。今年も楽し
い時間が過ごせるものと思います。
ご家族の皆様と共
に大いに楽しみましょう。親睦活動委員会の皆さん、
お世話になります。
親睦活動委員会一同
松田信哉会員 古賀新二会員 松尾重巳 会員
田島 慎会員 八木順平会員 鐘ヶ江和重会員
小西研一会員 中川信次会員
本日はこのように暑い中、
総勢 100 名とたくさんご参
加いただきありがとうございます。本日の「夏の家族
会 in デハール号」
をごゆっくりとお楽しみいただ
き、親睦を深め、残りの夏の暑さを吹き飛ばしていた
だければ幸いです。
親睦活動委員会一丸となって盛り
上げてまいりますので宜しくお願いします。

本 日 の

累計 124,

本日の合計 38,000 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 282,000 円
（記事担当

松田亜由美 ）

