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Weekly Report 
「ロータリー：自ら元気に楽しもう！他者

ひ と

のお役に立とう！」  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会 「会員卓話 松田亜由美会員」     次回例会 「ゲスト卓話 ＮＴＴデータ経営研究所 朝長氏」 

 

《新年会長挨拶》 

                峯 徳秀 会長 

  

新例会場セントラルホテルさんでの記念すべき初

例会開催の日 

当クラブ第 34 期下半期第 1 回例会、また平成 30

年第 1回例会と冠が幾つも重なるこの日に、新例会場

での例会を迎えることができました。 

 永年お世話になっていた前例会場である西沢さん、

また、ピアノ伴奏をして頂いていた木原さんもいない

第 1例会に際し、私達が『今までと勝手が違う！』 

と感じるのは当然のことかも知れません。今後、会員

の皆様からのご意見等も頂戴しながら、素晴らしい例

会運営を行っていく所存でありますのでよろしくお

願い致します。 

さて、先週 13日に当クラブのスポンサークラブで

ある佐世保南ロータリークラブ様の創立 60周年記念

式典・祝賀会に渡会幹事と共に参席してきました。 

 姉妹クラブであるコフスハーバーRC、台中北区 RC

の方々等総勢 150名規模の式典でありました。中でも、

私ども北クラブの拡大補佐であられる畑田明様が南 

 

 

クラブ在籍 50年表彰を受けられておりましたことは、

私どもにとりましても誠に感慨深いものがありまし

た。 

 最後になりますが、本日は会長新年挨拶として時間

を頂いておりますので、『後期活動計画』として皆様

と再確認をしたいと思います。どうぞよろしくお願い

致します。 

 

    ～ 後期活動計画について ～ 

               

 当クラブ第３４期下半期活動計画に関してお話を

させて頂きます。委員会別にスライドを準備致しまし

たのでご確認をお願いします。 

≪詳細は下記スライドのとおり≫ 
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【本  日】会員数 43名 出席 30名 欠     席  1名 出席規定免除会員（12）  出席 9名  ビジター4名 出 席 率  97.5％ 

【前々回】会員数 43名  出席  26名 メークアップ 6名  出席規定免除会員（11） 出席 4名          修正出席率 100％ 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  2017～2018年度 ＲＩ長 / イアン H.S.ライズリー  ガバナー/駒井英基 

  

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《幹事報告》 

                渡会祐二 幹事 

 

1.例会変更 

◆伊万里ＲＣ   

1月 24日（水）→1月 20日（土）11：30～ 

伊万里市民センター（第 11回伊万里観光いろは 

かるた市内小学生交流大会のため） 

2月 14日（水）12：30～→18：30～  

福吉 梅本（牡蠣小屋での例会のため） 

 

◆佐世保南ＲＣ 

 1月 26日（金）12：30～→18：00～ 

ＪＡさせぼホール 6Ｆ（長寿祝賀例会のため） 

 

◆佐世保西ＲＣ 

  1月 30日（火）12：30～→18：30～ 

セントラルホテル佐世保 （長寿会のため） 

◆ハウステンボス佐世保ＲＣ 

 1月 30日（火）12：30～→18：30～ 

インターナショナルカフェ（新年夜例会のため）    

 

2.来信  

 ･公財）ロータリー米山記念奨学会 

  2017～2018年度 下期分普通寄付金ご送金の 

お願い  

･ロータリーの友事務所 

  ロータリーの友 1月号 

･国際ロータリー日本事務局    

① 1月ロータリーレートのお知らせ 

  1ドル＝114円 

② 次年度クラブ役員登録のお願い 

･ガバナー事務所 

  ① ガバナー月信 1月号    

  ② 姉妹クラブ・友好クラブアンケートご協力の

お願い 

  ③ 2017 年度後期地区資金送金について(お願

い） 

  ④「第 19回ロータリー国際囲碁大会」開催のご

案内 

⑤ 補助金管理セミナーのご案内 

日時：2018年 2月 4日（日）13：00～  

場所：ガーデンテラス佐賀 ホテル＆マリト

ピア（佐賀市新栄東 3 丁目 7-8  TEL 

0952-23-0111） 

･第 2740地区ＩＴ公共イメージ向上委員会  

委員長 久保泰正 様 

新年の挨拶及び委員会活動への御礼  

･佐世保南ＲＣ 

第 46 回佐世保市内 8ＲＣ新睦ゴルフ大会 競技

委員・担当幹事会義のご案内 

  日時：2018年 2月 2日（金）午後 1時 45分より  

場所：ＪＡさせぼホール 7Ｆクリスタルルーム 

･ウォーキング&ゲームラリー大会実行委員会 

  「第 20 回ウォーキング&ゲームラリー大会」後

援のお礼 

･公財）佐世保地域文化事業財団 

アルカスＳＡＳＥＢＯ情報誌「コンパス冬号」 

 

3.伝達事項 

  ① 1/17（水）18：30 よりセントラルホテルに

て第 5・6グループ合同会長幹事会が開催さ

れます。 

  ② 1/18(木) 18：30 よりファーストイン佐世

保にて第 7回理事･役員会を開催いたします。 

③ 1/22（月）次回例会は会員卓話 松田亜由美

会員です。 
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《今月の結婚祝い》 ありません 

 

《今月の誕生祝い》 

S20.1.2古賀新二君 

S22.1.6富田耕司君 

S26.1.23岡井正明君 

S31.1.2小川 寛君 

S33.1.5西沢 寛君 

 

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保南 

ロータリークラブ 

江原康彦 君 

 

 

 

 

佐世保西 

ロータリークラブ 

吉武尚亮 君 

樋口聡子 君 

          

 

 

佐世保西 

ロータリークラブ  

中村陽一郎 君 

 

 

 

 

 

 

故  深町等会員 

令夫人深町なお様

より、弔問のお礼

をいただきました。 

 

 

 

《委員会報告》 

ありません 

 

《ニコニコボックス新年会》 

小西研一 親睦活動委員 

 

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事 

会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。さて、本日は、

賀寿のお祝いを兼ねた新年会となります。 

傘寿の豊島会員、福田会員、古希の中山会員、中野会

員、森会員、還暦の西沢会員、田中会員には、おめで

とうございます。 

会員の皆様には、賀寿の皆様をお祝いしていただくと

ともに、新年を迎えての会員同士の懇親を深めていた

だければと思います。ご担当の親睦活動委員会の皆様

には、どうぞよろしくお願い致します。 

 

中山 誠君 森 豊君 中野雄一郎君（古希３名） 

本日は早朝より我々の祈願にお集まりいただき、あり

がとうごいざました。本年もよろしくお願い致します。 

 

豊島揆一君 

本日は、傘寿のお祝いをしていただいてありがとうご

ざいます。これからも長生きしますのでよろしくお願

い致します。 

 

永田武義君 

あけましておめでとうございます。この度は、佐世保

北ロータリークラブの事務局に弊社のビルを借りて

戴くようになり、ありがとうございました。家賃が入

るようになり、お陰さまで会社も潤います。これから

も末長くどうぞよろしくお願いします。 

 

平石晃一君 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろし

くお願い致します。本年賀寿を迎えられる、還暦の田

中幹人会員、西沢寛会員、古希の中山誠会員、森豊会

員、中野雄一郎会員、傘寿の豊島揆一会員、福田俊郎

会員 お祝い申し上げます。これからも健康に留意さ

れ仕事にロータリー活動にお励み下さい。 

 

藤井良介君 緒方信行君 相良一三君 宮﨑有恒君 

中嶋閏二君 宮原明夫君 牧野博一君 三谷秀和君 

小川一貴君 二ノ宮健君 小川寛君 松永祐司君 

蒲池芳明君 近藤竜一君 船津学君 松田亜由美君 

あけましておめでとうごいざます。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。傘寿を迎えら

れた豊島揆一会員、福田俊郎会員、おめでとうござい

ます。また、古希を迎えられた、中山誠会員、森豊会
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員、中野雄一郎会員、おめでとうございます。 

《ニコニコボックス》 

小西研一 親睦活動委員 

 

佐世保南ロータリークラブ 江原康彦君 

今日は、貴クラブへは久し振りに参りました。皆々様

ご健勝にて何よりです。若さの名門北ロータリークラ

ブの益々のご発展を祈念して、そこで一句、『若さと

は、何にも変わらぬ宝物』日々大事に頑張って下さい。 

 

佐世保西ロータリークラブ 吉武直亮君 

樋口聡子君 

北クラブ様のセントラルホテルでの第 1 回例会に、

同じ例会場仲間として馳せ参じました。本年もどうぞ

宜しくお願い申し上げます。 

 

佐世保西ロータリークラブ 中村陽一郎君 

本日からの例会場ご利用誠にありがとうございます。

本日のお料理は、弊社の会長からサービスでグレード

を上げて美味しい料理をと指示されご提供させて頂

いております。今後もロータリークラブの例会の会場

として、スタッフ一同、精一杯務めさせて頂きますの

で今後ともよろしくお願い致します。  

セントラルホテル佐世保 中村陽一郎 

 

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事 

本日は、新年を迎えての第 1回目の例会となります。

会員の皆様には本年もどうぞよろしくお願い致しま

す。本日より例会場も新しくなり、新しい気持ちで 1

年がスタートします。S.A.A.の皆様には慣れない会場

運営は大変だとは思いますが、どうぞよろしくお願い

致します。さて、本日は、新年を迎えての会長挨拶と

なりますので、ご清聴いただければ幸いです。 

 

村上寅雄君 

遅ればせながら、新年おめでとうございます。峯会長、

湯口副会長、渡会幹事、あと残り半年になりました。

ロータリーを充分に楽しんで下さい。正月はめでたく

もあり、めでたくもなしという有名句もありますが。

私も体調と外出時の複雑な準備があるため、ロータリ

ーに行きたくもあり、行きたくもなしという心境です。 

 

福田俊郎君 

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しく

お願いします。 

 

平石晃一君 

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しく

お願いします。 

 

 

 

永田武義君 

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。三十数年

振りに北ロータリークラブの例会場が変わりました

が、私も心機一転ロータリークラブの活動に専念しま

す。事務局も転居しましたが、窪田事務局員さん、今

年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

古賀新二君 

謹賀新年 新例会場での初例会、誕生祝いおめでとう

ございます。今年もよろしくお願い致します。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.小川一貴委員長 西沢寛君 村瀨高広君 

平石晃一君 近藤竜一君 田中幹人君  

本日はセントラルホテル例会場での初めての例会に

なります。会員各位のご協力のもと、スムーズな司会

進行と引き締まった会場運営を心がけますのでよろ

しくお願いします。 

 

豊島揆一君 富田耕司君 藤井良介君 緒方信行君 

中山誠君 宮﨑有恒君 中野雄一郎君 宮原明夫君 

森  豊君 蒲池芳明君 松田信哉君 松永祐司君 

小川 寛君 松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 

船津学君 八木順平君 松田亜由美君 小西研一君 

中川信次君 

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。 

 

 

厄除け祈願・春日神社     平成 30年 1月 6日 

 

   



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 松田亜由美 ） 

本日の合計  44,000円        累計 897,000円 

1018000円 

 

新年会の合計 40,000円        累計 853,000円 

1018000円 

 

 

 

 

 

 

新年会・ＪＡさせぼホール 

 


