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【本 日】会員数 44 名

出席 29 名

【前々回】会員数 44 名 出席 31 名

欠

席3名

メークアップ 1 名

上京ビル 4 階

TEL 0956-22-7144

皆さん今日は。本日は、卓話にお呼びいただき有難う
御座います。私が貴クラブの卓話に呼ばれたのには、
３つの出会いがあったからではないかと思っていま
す。
その一つは、皆様もお持ちのスマートフォンです。
私は２０１３－１４年度諫早西ロータリークラブの
会長をいたしましたが、
その数か月前に携帯をスマホ
に変えました。そしてフェイスブックを始めました。
またクラブでは、ホームページを立ち上げることにし
ましたが、その時佐世保北クラブ様のホームページを
目標にさせていただきました。
西川義文委員長（大村ＲＣ）
」

FAX 0956-22-1201

Web http://www.sasebonorth.org

出席規定免除会員（12）出席 9 名

『世界を変える行動人』
ロータリーのストーリーを生き生きと伝えるために

本日の例会「地区ﾛｰﾀﾘｰ財団

西沢本店 8Ｆカトレアホール（毎週月曜日）

出席規定免除会員（12）出席 7 名

≪会員卓話≫
国際ロータリー第 2740 地区
2017-2018 年度 ＩＴ公共イメージ向上委員会
委員長 久保 泰正（諌早西ロータリークラブ）

ガバナー/駒井英基

ビジター4 名

出

席

率 92.31％

修正出席率 100.0％

２つ目は、貴クラブの宮崎会員よりＦＢ友達申請を
いただき、ＦＢロータリアン交流会に入会させていた
だいた事です。この交流会には３０００人以上の会員
が登録されていて、今までの２０数年間、自分のクラ
ブや狭い範囲しか知らなかった私の目を、日本中のロ
ータリークラブへと広げてくれました。そして多くの
ロータリアンの皆様が熱心に奉仕活動をされている
ことを知り、
様々な職業や役職の方々と楽しくロータ
リー談義をさせていたただました。
その中で貴クラブ
の松尾辰二郎さまという素晴らしい論客がいること
を知りました。松尾様と色々なロータリー談義をさせ
ていただいたことが今では懐かしく思いだされます。
そして３つ目は、「輝く瞳に会いにいこう」の原田
義之さんです。原田さんとはＦＢロータリアン交流会
で知り合い、
２０１４年５月にはクラブで輝く瞳の講
演会をしていただきました。多くの方々に聞いていた
だきました、
その中に貴クラブの宮崎会員もいらっし
ゃいました。その数か月後に大分別府市で、輝く瞳の
交流会があり、初めて松尾氏とお会いしました。その
夜は原田さんを囲み松尾さん宮崎さんと夜遅くまで
楽しく懇談させていただきました。
このような素晴ら
しい出会いがあったからこそ、今私が公共イメージ委
員長としてこの例会場に立っているような気がいた
します。本日は最後までよろしくお願いいたします。

次回例会「米山記念奨学生」オノムラ アナ ガルドセさん

《会長挨拶》

《幹事報告》

峯 徳秀 会長
本日は渡会幹事が所用にて本例会を欠席しており
ますので、松永副幹事が幹事代行を致しますので皆様
よろしくお願い致します。

1.例会変更
島原ＲＣ 10 月 31 日（火）休 会
（定款第 6 条第 1 節により）
松浦ＲＣ 11 月 24 日（金） 12：30～
㈱三陽 松浦工場（職場訪問のため）
佐世保南ＲＣ 11 月 17 日（金）休 会
（定款第 6 条第 1 節により）
ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保ＲＣ 11 月 7 日（火）
12：30～→18：00～インターナショナルカフェ
（1000 回記念例会のため）

前回例会で台風２１号の影響で先々週末が大打撃
を受けたという話をさせて頂きましたが、なんと台風
２２号が先週末の日本にまたもや襲来しました。
私ども北ＲＣでも１０月２８日（土）ロータリー情
報委員会主催の第１回家庭集会が永田別荘で実施さ
れました。風雨強まる中、勉強会では暖炉を囲み、今
後のクラブ運営について森会長エレクトと共にお話
をさせて頂きました。
その後の懇談会は、永田別荘のスペシャル倉庫を会
場として行われましたが、調理をご担当頂いた村瀬委
員長・八木会員には改めて感謝申し上げます。
さて、本日の例会プログラムは、地区はＩＴ公共イ
メージ委員会 久保泰正委員長（諫早西ＲＣ）に卓話
を頂きます。
当クラブ公門ＩＴ会報委員長も出向して
おり、たいへんお世話になっております。
ライズリーＲＩ会長・駒井ガバナーも重点目標に掲
げておられ、
地区では本年度特別予算を計上されて新
設された駒井Ｇ一押し肝入りの委員会であります。蒲
池委員長率いる公共イメージ雑誌文献委員会、
また公
門委員長率いるＩＴ会報委員会が当クラブの担当委
員会となりますので、本日の卓話を参考にされ、今後
の委員会活動に活かして頂ければと思います。
「陰徳
あれば陽報あり」の考え方だけではＲＣの活動は世の
中に認知されているとは言えないということで、新
聞・マスコミ・ＳＮＳ等での積極的な広報を推し進め
られています。
ＲＣに関する情報共有推進を目的とし皆様に登録
のご協力を頂いたマイロータリーに関するお話もお
聞きできると思いますので、どうぞよろしくお願い致
します。

2.来信
・国際ロータリー日本事務局
➀2017 年 11 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝114 円
➁[RIJO-FAQ] 新システムからのテスト配信
（3 回目）
･ガバナー事務所
第 6 回日台ロータリー親善会議のご案内
日時：2018 年 3 月 1 日（木）13：00～
会場：
〔会議・式典〕高雄漢来大飯店 9 階 国際ホール
〔懇 親 会〕同会場
登録料：会員 1 万 5,000 円 配偶者 1 万円
登録締切日 2017 年 11 月 30 日（木）
･地区大会事務局
国際ロータリー第 2740 地区
2017～18 年度地区大会記念 親睦ゴルフ大会
開催案内(組み合せ表)
開催日時：2017 年 11 月 19 日（日）
会
場：佐賀クラシックゴルフ倶楽部
〒849-3201 佐賀県多久市西多久町板屋 60-1
TEL.0952-75-2001
3.伝達事項
➀第 3 回理事会議事録を皆さんのセルフＢＯＸへ
入れております。
➁地区大会バス利用の方へ請求書をいれておりま
すのでよろしくお願い致します。

➂本日、半期クラブ報告用紙を各委員長へお渡しい
たしますのでよろしくお願い致します。
➃11/1（水）18：30 より佐世保ワシントンホテル
にて佐世保市内 8ＲＣ合同ガバナー公式訪問歓
迎懇親会が開催されます。峯会長・渡会幹事・森
会長エレクトが出席いたします。
➄11/6（月）次回例会はゲスト卓話 第 2740 地区
ロータリー財団委員会 西川義文委員長です。
《来訪ロータリアン》
北松浦ＲＣ 湊 浩二郎 君

佐世保ＲＣ

黒江章雄 君

《委員会報告》
宮﨑有恒 委員長
ロータリー情報委員会
10 月 28 日(土曜)、15 名参加して永田会員「烏帽子山
荘」にて開きました。峯会長、森会長エレクトに講師
として予定時間をオーバーしてクラブ運営の話をし
ていただき、
その後は村瀬・八木会員が料理長になり、
お肉に永田会員のワイン飲み放題と大満足のバーベ
キュー懇親会を行いました。
永田会員には、いつも会場を提供して頂いております
が、今回は特に台風通過の余波で雨風が吹き、最初に
設営したテントが強風で飛びそうになり、車庫を急き
ょ開放していただきました。ご迷惑をおかけし、本当
にお世話になりました。
次回は、真冬の 1 月に永田邸で暖炉を囲みながらの家
庭集会を開催の予定です。
国際奉仕委員会
緒方信行 委員長
カナダ・トロントにて開催されます国際大会へ登録さ
れる方はよろしくお願いします。早期割引きがありま
す。
《ニコニコボックス》
田島

佐世保ＲＣ

納所佳民 君

慎親睦活動委員

第２７４０地区ＩＴ公共イメージ向上委員会
久保泰正委員長
本日はお世話になります。
地区ＩＴ公共イメージ向上委員会の久保です。
初めてお伺いしましたが、大変、アットホームな雰囲
気で、リラックスできます。卓話の方は十分ではあり
ませんが、最後までよろしくお願いします。
北松浦ＲＣ 湊浩二郎君
北松浦ＲＣの湊です。よろしくお願いします。
佐世保ＲＣ 黒江章雄君
佐世保ロータリークラブの黒江章雄（くろえふみお）
です。メーキャップでお世話になります。よろしくお
願い致します。

佐世保中央ＲＣ

崎山信幸 君
佐世保中央ＲＣ 崎山信幸君
中央ロータリークラブの崎山です。
本日は、お世話になります。峯会長のご活躍を祈念し、
ニコニコ致します。よろしくお願い致します。
峯 徳秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事
２８日土曜日の家庭集会にご参加の皆様にはありが
とうございました。雨の中ではありましたが、皆様の
ご協力のおかげで楽しい家庭集会になったと思いま
す。場所のみならず、美味しいワインまでご提供いた

だいた永田会員には心より御礼申し上げます。
さて、本日は、第２７４０地区ＩＴ公共イメージ向上
委員会 久保泰正委員長のご来訪を心より御礼申し
上げます。当クラブからも、公門会員を地区委員とし
てお送りしているところですが、今年度の重要なテー
マである、ＩＴ公共イメージ向上についてのお話を拝
聴させていただきます。
どうぞよろしくお願い致しま
す。

永田武義君 緒方信行君 宮原明夫君
森 豊君
蒲池芳明君 村瀬高広君 三谷秀和君 二ノ宮健君
小川 寛 君 松尾重巳君 公門新治君 田島 慎君
八木順平君
２８日（土）の永田別荘での家庭集会の参加の皆様、
雨の中ご苦労様でした。
久保泰正ＩＴ公共イメージ向上委員長、本日の卓話宜
しくお願いします。｢世界を変える行動人｣というテー
マは意味深く、楽しく拝聴させていただきます。
松永副幹事、初の幹事報告ご苦労様でした。

平石晃一君
先日の家庭集会に参加の皆さん、大変有意義な家庭集
会でした、また、宮﨑委員長お疲れさまでした。その
あとの食事会では調理担当の村瀬さん、八木さん、大
変おいしく調理頂き有難うございました。参加された
皆様全員さぞまんぞくにおいしくいただけたと思い
ます、ご苦労様でした。次の家庭集会も宜しくお願い
致します。
永田さん、大変お世話になり感謝致しております、有
難うございました。

先日行われました第一回家庭集会の様子です。

ロータリー情報委員会
宮﨑有恒委員長 藤井良介君 森豊君
本日、卓話をしていただく久保泰正地区ＩＴ公共イメ
ージ委員長のご来訪を歓迎いたします。
先日の第一回家庭集会に出席のみなさま、お疲れさま
でした。料理長の村瀬会員、八木会員、美味しい料理
ありがとうございます。
いつも会場を提供していただ
く永田会員、とくに今回は雨風が強い中、大変お世話
になりました。
ロータリー情報委員会では、永田会員を 特に長生き
してほしい会員 に認定しました。

森エレクトの話を真剣に聞いています

渡会祐二君
本日は、出張のため例会欠席となり申し訳ありません。
松永副幹事には、どうぞよろしくお願い致します。
暴風雨の中おいしいお酒と BBQ

松田信哉君
本日の卓話者のＩＴ公共イメージ向上委員会の久保
委員長は、私と同業の司法書士です。司法書士として
も、人間的にも素晴らしい方です。ロータリー活動も
積極的に行われており本日の卓話楽しみにしており
たが、所用により早退せざるをえなくなりました。今
度ゆっくり聞かせて下さい。
小西研一君
２８日の家庭集会に参加しました。峯会長、宮﨑委員
長、森次期会長のお話し、大変参考になりました。永
田会員、素敵な場所のご提供ありがとうございました。
村瀬会員、八木会員、ヤギソバ美味しゅうございまし
た。ニコニコします。
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

料理担当の村瀬会員、八木会員

本日の合計

松永祐司

船津 学

31,000 円
松田亜由美

累計 552,000 円
（記事担当

公門新治 ）

