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【本  日】会員数 43 名 出席 30 名 欠     席  2 名 出席規定免除会員（11）  出席 6 名  ビジター1 名 出 席 率  94.74％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  27 名 メークアップ 4名  出席規定免除会員（11） 出席 8 名          修正出席率  97.50％ 

《西沢会場お別れ会》 

          於 西沢会場 18 時 30 分～ 

  

  集合写真 

 

  

峯会長挨拶       渡会幹事による乾杯 

 

 

歓談の様子 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

西沢会員による演奏 

  

 

本日の例会 ｢新年会長挨拶 峯徳秀会長｣                次回例会 「会員卓話 松田亜由美会員」 



 

   

公門新治ソングリーダー 

 

 

 

手に手つないで 

 

 

 

  お世話になった西沢のスタッフの方と 

 

 

   

  湯口純二副会長による万歳三唱！ 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

                 峯徳秀 会長 

 

現在の佐世保北ロータリークラブ OB 会員規定では、

入会金 10,000 円（終身会費）を納入すれば、理事会

が認めた当クラブの会合に出席できるとなっていま

す。豊原信明 OB・小西宗十 OB の２名の方が納入され

ていますが、そのお一人である小西宗十 OB が本日の

例会にご出頂いてます。当クラブとしては、初めての

事象になりますので皆様にお知らせします。 

 

また本日は、佐世保中央 RC 指山康二くんにもメイ

クアップをして頂いていますが、昨日開催されました

富田耕司会員の旭日小綬章祝賀会では小西 OB 並びに

私も一緒に発起人の大役を務めさせて頂き、総合プロ

デュースの中山会員、司会の窪田くん、受付担当の宮

崎、小川寛、松田亜由美会員もお疲れ様でした。尚、

たくさんの会員の皆様にもご出席頂き、改めてお礼申

し上げます。 

 

先週、弓張の丘ホテルで開催されました忘年クリス

マス会では親睦活動委員会の皆様には大変お世話に

なりました。クリスマス会のオープニングを飾った 

松田委員長制作のオープニングムービーには度肝を

抜かれましたし、弓張岳から望む佐世保の夜景の画像

に朝長市長も大変ご満悦でした。 

 

さて、本日は前期最後の例会となりました。改めま

して皆様に感謝申し上げます。新年、平成３０年は１

月６日が新年会、１月１５日が後期第１回例会と 

なります。皆様とはしばらくご無沙汰となりますが、

また元気なお顔を拝見できるのを楽しみにしており

ます。 

 

 

 

《幹事報告》 

渡会祐二  幹事 

1.例会変更 

島原 RC    平成 29 年 12 月 26 日（火） 

12：30→18：30～ 

ステーキ鉄板焼 牛臣 

（年次総会及び新入会員歓迎例会の為） 

平成 30 年 1 月  2 日（火）休会  

（クラブ定款第 6条第 1節により） 

 

伊万里西 RC  平成 30 年 1 月 11 日（木） 18：30～  

なずな庵 （新年会例会の為） 

平成 30 年 1 月  4 日（木） 休会 

（定款第 8条第 1節により） 



 

松浦 RC      平成 29 年 12 月 29 日（金） 休会 

（定款第 8条第 1節により） 

平成 30 年 1 月  5 日（金） 休会 

（定款第 8条第 1節により） 

平成 30 年 1 月 12 日（金） 

12：30～→18：30～  

桜梅閣 花水木（新年会のため） 

 

 

 

2.来 信 

･公財）ロータリー米山記念奨学会 

    ハイライトよねやま Vol.213 号 

 

 ･国際ロータリー    

① ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付認状・認証ピン 

② ロータリー2018 年 1 月クラブ請求書作成

の準備について 

 

・ガバナーエレクト事務所 

   2018～19 年度地区委員長会（初会合）の 

ご案内（宮原 PETS 実行委員長宛） 

   日時：2018 年 1 月 23 日（火）17：00～  

   場所：佐世保ワシントンホテル 

 

･ 佐世保工業高等専門学校 

お詫び 

 

 

 

3.伝達事項  

 

① 12/21（木）セントラルホテル佐世保にて 

18：30 より第 6回理事会（兼忘年会）を開催 

いたします。 

  ② 第 5回理事会議事録を皆さんのセルフ BOX 

へ入れております。 

③ 12/25（月）は特別休会となっております。

お間違いのないようお願い致します。 

④ 事務局が明日19日～21日まで個人的都合に

よりお休みいたします。ご迷惑おかけいたします

がよろしくお願い致します。 

⑤ 1/6（土）は 10：30 より春日神社にて賀寿祈

願祭、18：30 より JA させぼホールにて新年会を

開催いたします。 

⑥ 次回例会は 1/15（月） 新年会長挨拶  

峯 徳秀会長です。 

1 月より例会場がセントラルホテルに変ります

のでお間違いないようお願い致します。 

 

    

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保中央ロータリークラブ 指山康二 君 

 

 

佐世保北ロータリークラブＯＢ 小西宗十 君 

 

 

 

 

《委員会報告》 

親睦活動委員会  松田信哉委員長 

忘年クリスマス会では 45 名プラス 2 名の子供さんの

出席をいただきましてありがとうございました。皆様

の協力のもと、成功に収まることができました。 
今年の例会は、本日で終了しましたが、来年の 1/6
（土）は賀寿の祝いと新年会があります。お間違えの

ないように宜しくお願いします。 
 

Ｓ.Ａ.Ａ.  村瀨高広Ｓ.Ａ.Ａ. 

2018/1/15 第 1510 回例会はセントラルホテルにて

行います。 
セルフボックスの資料はお持ち帰りください。 
西沢会場は 12/25 に引越する予定となっております。 
 

《ニコニコボックス》 

鐘ヶ江和重 親睦活動委員 

 

 

佐世保中央ロータリークラブ 指山康二君 

昨日の富田耕司氏の「旭日小綬章」叙勲祝賀会に佐世

保北ロータリークラブから多数ご出席頂き、発起人と

して改めてお礼申し上げます。先週、京都で開催され

ました建築士会全国大会へ参加し例会を欠席しまし

たのでメークアップに参りました。来年から出席免除

を取りますので今日が最後のメークアップかもしれ

ません。北ロータリー例会場もセントラルホテルに変

更と聞いていますので、この会場に来るのも最後にな



蒲池芳明君 ります。セントラルホテルは弊社から 30 秒で行けま

すし、例会場・事務局も上京町ですし、上京町町内会

長もしておりますので、月曜日は、道でお会いする機

会が多くなるかと思います。これからも宜しくお願い

致します。 

先日より皆様から 64 歳の誕生祝いをして頂きありが

とうございました。今後も皆様かわいがって下さい。

先日よりクリスマス家族会楽しく過ごさせて頂きま

した。親睦委員会の皆様大変お世話になりました。カ

トレアホールでのさよなら例会さびしく思います。皆

様とともに思い出を語りながら本日過ごしたいと思

います。 

 

 

パスト会員 小西宗十君 

富田会員、昨日のお祝いの会、盛会でおめでとうござ

いました。ご参会の皆さまお疲れ様でした。西沢の最

後の例会ということで、なつかしさのあまり飛び入り

参加します。よろしくお願いします。 

 

 

船津 学君 

先日の忘年クリスマス家族会では、間違えて子どもを

連れてきてしまったにもかかわらず、皆さまに優しく

していただきまして大変ありがとうございました。子

どもには、今日はクリスマス会だからプレゼントもあ

るかもねー。って言っていたので、どうしようかと思

っていたところ永田武義さんから子どもにプレゼン

トをしていただきました。お心遣いに感謝いたします。

どうもありがとうございました。西沢会場さん、長い

間ありがとうございました。 

 

 

峯徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事 

昨日は富田会員の旭日小綬章の叙勲の祝賀会が盛大

に開催されました。会員一同、改めてお祝いを申し上

げます。さて、本日は西沢会場での最後の例会という

ことで、さよなら例会となっております。長年にわた

って当クラブのお世話をいただきました西沢様には

心よりお礼を申し上げます。皆さまもさびしい気持ち

だとは思いますが、ぜひ積もる思い出を語らいあって

いただき、最後を飾る楽しい例会にしていただければ

と思います。ご担当のＳ.Ａ.Ａ.の皆さまには、どう

ぞよろしくお願い致します。また、本日は当クラブの

2017 年の最後の例会でもあります。皆様が良いお年

をお迎えになるようお祈りいたします。 

 

福田俊郎君 藤井良介君 緒方信行君 中山 誠君 

宮﨑有恒君 古賀新二君 中野雄一郎君 宮原明夫君 

森 豊君 牧野博一君 三谷秀和君 松田信哉君 

小川寛君 松尾重巳君 公門新治君 松田亜由美君

八木順平君 鐘ヶ江和重君 小西研一君 中川信次君  

本日は、西沢さんでの最後の佐世保北ロータリークラ

ブの例会となりました。約 30 年間という長い間に

様々な思い出がつまっているこの西沢の会場を離れ

ることは本当に淋しい思いです。長い間、本当にお世

話になりました。ありがとうございました。富田さん、

昨日は旭日小綬章、叙勲祝いおめでとうございました。 

 

 

永田武義君 

私がこのカトレアホールでの北ロータリークラブの

例会に訪れたのは 42 歳の時でした。（現在 74 歳）あ

っという間に歳月が過ぎましたね。ほんとに長い間お

世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.一同  

本日は、西沢会場での最後の例会になります。会員の

みなさまには多くの思い出があると思います。本日は

ゆっくりとご歓談いただき、楽しんでいただければと

思います。Ｓ.Ａ.Ａ.一同、精一杯お世話させていた

だきますのでよろしくお願い致します。中山クラブ管

理運営委員長におかれましては、準備段階からたいへ

んお世話になりました。 

 

富田耕司君 

昨日は有難うございました。夢幻の 1日でした。お別

れ例会感無量でした。 

 

 

相良一三君 

 当会場の最後の例会と聞き、久しぶりに出席しました。

玉屋レストランのあとの創立以来 2 つ目の会場がな

くなることはさびしい限りです。思い出多い会場を今

夜は楽しませて頂きます。皆様よいお年をお迎え下さ

い。 

事務局 窪田明子君 

富田さん、昨日はおめでとうございました。本日は西

沢さんでの最後の例会、これまで大変お世話になりま

した。ありがとうございました。 

  

 

 本日の合計 48,000 円        累計 813,000 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  （記事担当 船津 学 ） 


