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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 第４回クラブ協議会（年間報告） 渡会祐二幹事      次回例会 一年を回顧して 峯 徳秀会長 

《前田和隆ガバナー補佐訪問例会》 

「ギターの音色にのせて今宵も親睦に浸ろう」 

～今年一年を振り返って～ 

佐世保北 RC 親睦活動委員長 松田信哉 

   

本年度最後の夜の例会は、６月の親睦活動月間という

こともあって、親睦活動委員会が担当させていただき

ました。 

 今回は、２７４０地区の第６ガバナー補佐である前

田和隆様が訪問されるということで、「ギターの音色

にのせて今宵も親睦に浸ろう」と題して、会員にお酒

を振る舞い、ほろ酔い気分になりながら前田ガバナー

補佐の演奏に浸っていただくように企画いたしまし

た。 

 当初は前田ガバナー補佐と、補佐が率いるバンド

P-BA (ピーバ)さんの演奏を予定しておりましたが、

佐世保北高を卒業したばかりの名ドラマーの山近拓

音（やまちかたくと）君が留学先のアメリカから一時

帰国されていましたので、スペシャルゲストとして急

遽参加していただきました。 

拓音君のドラムが、ガバナー補佐と P-BA (ピーバ)

さんの演奏をスケールアップさせ、非常に迫力あるス

テージになりました。 拓音君のドラム演奏のみなら

ず、プロヴァイオリニストの前田純美加さんのヴァイ

オリンの演奏も素晴らしいものでした。特に最後の情

熱大陸の演奏は鳥肌がたつくらいに素晴らしく、全員

が時の経つのを忘れて心酔しました。 

 今回の前田ガバナー補佐の訪問は、本年度の家族会、

クリスマス会等と匹敵する程の大変な盛り上がりに

なりました。この場をお借りいたしまして前田ガバナ

ー補佐、P-BA (ピーバ)さん、山近拓音君に御礼申し

上げます。 

 さらに、今回の親睦活動委員会ではアルコールを提

供させていただきました。未来事業基金に御協力いた

だきました皆様ありがとうございました。また峯会長、

渡会幹事、小川一貴会員、小川寛会員、緒方信行会員

にはビール、おつまみ、高級酒をご提供いただきまし

てありがとうございました。 

 また、今回の例会はセントラルホテル様の特別の取

り計らいでアゼリアの全フロアーの使用を許可して

いただき、しかも席も丸席に変更していただいたりと

配慮していただきました。心より御礼申し上げます。 

 最後に、親睦活動委員長である私が「今年一年を振

り返って」と題して、一年間の事業を映像として提供

させていただきました。 

峯会長夫人と渡会幹事のご家族様には特別に出演し

ていただきまして誠にありがとうございました。さら

に本年度お亡くなりになった深町会員の奥様には、深

町会員との想い出の記念写真を快く提供いただきま

して誠にありがとうございました。 

 これをもちまして親睦活動の全ての事業が終了い

たしました。委員会も合計１１回開催し一年を通じて

親睦委員一致団結して行ってきました。 

多々の不手際もございましたが会員の皆様には暖か

く見守っていただきましてありがとうございました。 

これからも親睦活動に御協力宜しくお願いします。 
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【本  日】会員数 44名 出席 27名 欠     席 4名  出席規定免除会員（13）  出席 7名  ビジター1名 出 席 率  89.47％ 

【前々回】会員数 44名  出席  24名 メークアップ 7名  出席規定免除会員（13）  出席 9名           修正出席率 100.00％ 

 

 

 

 

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 
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前田和隆ガバナー補佐 

 

皆様こんばんは。本日の訪問でいよいよ G補佐として

の役目を終える事になりました。 

この一年間、若輩の私に優しく接して頂いた上に、

MyRotary100%登録の快挙を讃える感謝を 

駒井ガバナーになり替わりお伝えできる名誉をお与

えいただいた感激は生涯忘れません。 

ロータリアンとして最高の報酬である友情と絆を全

身で感じた年度となりました。 

 そして今夜の卓話を音楽の演奏と言う最も私らしい

形でご了承頂いた事も感謝に堪えません。 

昨年秋より米国のバークリー音楽大学にて修行中の

山近拓音君も参加を快諾してくれました 

ので、今夜は私のバンド P-BAとのセッションをお楽

しみ頂けると幸いです。 

宜しくお願いいたします。 

 

P-BAの演奏 

 

 

演奏後の P-BAの方々と集合写真 

 

 

BARカウンターの八木会員 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

                峯 徳秀 会長 

 

今年度最後の夜の例会を迎えました。 

また、本日は前田ガバナー補佐の当クラブ最後の訪

問例会となっています。 

昨年１０月になりますが、前田ガバナー補佐より



本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

『私の主宰するグループでの演奏を例会アトラクシ

ョンとしてご採用頂き、ガバナー補佐訪問にいかがで

しょうか？』とご提案頂き、当月の理事会承認を経て、

今日の日に至っております。 

 尚、３月に東・中央・北ＲＣ３クラブ合同例会が実

施され、「佐世保とジャズとロータリー」と題して卓

話を頂き、演奏もして頂きましたが、前田ガバナー補

佐のことですから、色々なバージョンをお持ちだと思

いますので、本日もどうぞよろしくお願い致します。 

 また、６月の「親睦活動月間」に因み、昨年は『親

睦しながら親睦を考えよう！』ということで、３０周

年のＤＶＤを鑑賞し、「未来事業基金」に関する意見

交換を皆様に行って頂きました。本年は「ギターの音

色にのせて、今宵も親睦に浸ろう！」というテーマで、

皆様への今年１年間の感謝の気持ちを込めて、親睦活

動委員会が本日の例会プログラムを担当されます。皆

様、ご期待ください。 

 さて、今年度のＲＩ国際大会はカナダトロントにて

開催されますが、当クラブより永田パスト会長お一人

が参加されます。国際奉仕委員会にて予算化されてお

ります支援金を後日お渡しする予定であること、また、

皆様からのお心遣いはご本人が固辞されましたこと

をここにご報告致します。どうぞお気を付けて行かれ

てください。 

 最後になりますが、本日はこの例会終了後、ＫＫＣ

の納会が行われます。先週末の北斗会納会では、桟Ｏ

Ｂが優勝され、取切戦は三谷会員、豊島パスト会長ご

提供のＯＢ取切戦は野畑ＯＢが獲得されましたこと

をご報告して、本日の会長挨拶と致します。皆様、本

日はゆっくりと楽しまれてください。 

 

 

 

《幹事報告》 

                渡会祐二 幹事 

 

1.来信  

◆ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 6月号 

 

◆国際ロータリー日本事務局 

トロント国際大会開会式のご指定について（登録の

方に指定メールが届いております。ご確認下さい） 

 

◆ガバナー事務所 

貴地区における植樹総本数アンケート調査ご協力

のお願い 

 

◆2018～2019年度 地区大会事務局  

国際ロータリー第 2740地区  

2018～2019年度地区大会事務局開設のご案内 

住所：〒857-0055   

長崎県佐世保市湊町 2番 8号  

石井ビル 6Ｆ（ガバナーエレクト事務所内） 

TEL：0956-37-0002  FAX：0956-37-2741 

E-mail: ri2740conf@air.ocn.ne.jp 

事務局員： 飯島 頼子   

執務時間： 平日 09：00～17：00  

（土・日・祝日は休み） 

 

◆佐世保南ＲＣ 

 第 2740 地区 福田金治ガバナー激励会のご案内

（申込書・振込先・交通手段について） 

 

◆佐世保東南ＲＣ 

 2018～2019年度 佐世保市長表敬訪問のご案内 

 日時：平成 30年 7月 3日（火）午後 3時 00分 

 集合時間：午後 2時 45分 

（時間厳守でお願い致します） 

 集合場所：佐世保市役所 1階ロビー 

 参加予定者：218～2019年度会長・幹事 

 ※服装 

（クールビズ・ノーネクタイ・ジャケット着用） 

 

2.伝達事項 

① 現在、皆さまに各委員会・理事会等ご案内を多数

お送りしております。各自ご確認いただき出欠が

お 分かりの方はよろしくお願い致します。 

② 6/18（月）例会は今年度最後の第 4回クラブ協議

会（年間報告）です。大委員長、小委員長の方々

は一年間の実績報告をお願いいたします。欠席の

方は必ず代理をお願い致します。 

 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

◆第６グループガバナー補佐 前田和隆様 

 

 

 

 

mailto:ri2740conf@air.ocn.ne.jp


本 日 の 合 計  31,000 円      
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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 ） 

本日の合計  39,000 円    累計 1,605,000 円

年円 

 

◆佐世保東南 RC  中村敏彦君  

 

 

 

 

 

 

《ニコニコボックス》   

田島 慎 親睦活動委員 

 

佐世保東南ＲＣ 中村敏彦君 

本日、初めて貴クラブでメイクアップさせて頂きます。

よろしくお願いします。 

 

野畑義博君 

峯会長、渡会幹事、1年間ご苦労様でした。北クラブ

北斗会では 1 年間お世話になりありがとうございま

した。藤井会長、緒方幹事、豊島会員、いろいろとあ

りがとうございました。北ＲＣと北斗会のご発展を祈

念いたします。 

Ｐ.Ｓ.「てるや」の 4代目が本日誕生しました。 

 

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事 

本日は、2740地区第 6グループ前田和隆ガバナー補

佐のご来訪を心より歓迎いたします。ガバナー補佐自

らのご演奏を、会員一同楽しみにしております。本日

は、親睦活動委員会を中心に準備をすすめて参りまし

たので、どうぞよろしくお願い致します。会員の皆様

も、折角の夜の例会ですし、お酒を飲みながら例会を

楽しんでいただければと思います。松田委員長を始め

とした、ご担当の親睦委員会の皆様には、どうぞよろ

しくお願い致します。 

 

福田俊郎君 

本日は、前田ガバナー補佐並びにＰ-ＢＡwith山近拓

人の皆様の演奏をして頂けるとの事でありがとうご

ざいます。すばらしい演奏を期待しています。また、

親睦活動委員会の皆さん、準備ありがとうございます。

会員の皆さん、楽しみましょう。 

 

藤井良介君 

本日は前田ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。又、

楽しいギター演奏との事で期待しています。今日はベ

ースギターを担当されるとのことでフュージョンで

も聞けたら嬉しいです。昨日の北斗会参加の皆様おつ

かれ様でした。三谷会員総取り優勝おめでとうござい

ます。来年は幹事ですのでよろしくお願い致します。 

 

三谷秀和君 

先日の北斗会では OB会員の皆さん、会員の方に大変

お世話になりました。取り切り戦では優勝することが

出来（スコアはダメでしたが）ありがたく思っており

ます。峯会長からの賞金は昨日家族 6 人で食事をさ

せて頂きました。感謝いたします。賞金の一部をニコ

ニコいたします。 

 

 

親睦活動委員会 

松田信哉委員長 

古賀新二副委員長 松尾重巳副委員長 

田島 慎君 八木順平君 小西研一君 中川信二君 

本日は、前田和隆ガバナー補佐、P-BA with 山近拓

人君、また東南ロータリークラブ中村敏彦様のご来訪

を心より歓迎いたします。本日は親睦活動委員会の担

当例会です。本年度の例会も残り 3回となりました。

今年１年の感謝を込めて、前田和隆ガバナー補佐の演

奏とともに最後まで盛り上げていきたいと思います。

また、未来事業基金の方も是非宜しくお願いします。 

 

前田和隆ガバナー補佐、P-BA with 山近拓人君、本

日はよろしくお願いします。 

 

平石晃一君 永田武義君 宮原明夫君 森  豊君 

蒲池芳明君 小川一貴君 小川 寛君 近藤竜一君 

船津 学君 松田亜由美君  

本日は、前田和隆ガバナー補佐、東南ロータリークラ

ブ 中村敏彦様のご来訪を心より歓迎いたします。ま

た、P-BA with 山近拓人君の演奏をじっくりと拝見

させていただきます。また、本日の例会を担当された

親睦活動委員会の皆様、よろしくお願いします。 

 


