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Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 第 1回クラブフォーラム 緒方信行 35 周年実行委員長   次回例会 新入会員卓話 井上隆三会員 

《納涼例会》 

親睦活動委員会 
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【本  日】会員数 43名 出席 29 名 欠     席 1名  出席規定免除会員（13）  出席 5名        出 席 率  97.14％ 

【前々回】会員数 44名  出席  24 名 メークアップ 6名  出席規定免除会員（14）  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会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 

 



《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

 

対外的な初仕事が７月３日火曜日の８ロータリーク 

ラブ会長幹事の朝長佐世保市長への表敬訪問でした。

当日はクールビズでの訪問でした。 

 クールビズで思い出すのが中野会長森幹事の時でし

た。私以外全員がノーネクタイの背広姿。私だけワイ

シャツスタイルのクールビズでした。 

 クールビズはこの格好さと中野会長から叱られまし

た。背広を取りに行く時間がなくあえてワイシャツス

タイルで通しました。 

 

 いつもドジやってました。 

 

 これがきっかけで表敬訪問の際は、背広着用ノーネク

タイのクールビズでお願いしますと案内されるよう

になりましたが原因は私のようです。 

 その後はこんなドジ踏む人はいないだろうと思って

おりましたら、クラブ名は伏せておきますがある幹事

さんがひとりおられました。この方は時間に余裕があ

ったようで新しいジャケットを買われて参加されま

した。ドジ仲間ができたようでほっとしました。 

 センターベントの仕付け糸がまだ残っていまし

た・・・ 

 

 ７月６日金曜日はフラッグスで福田ガバナー激励会

がありました。峯前会長始め 8名の参加ありがとうご

ざいました。大雨の中、事故も重なり送迎バスは遅れ

に遅れ、多くの方が定刻には参加出来ず、開催時間を

少しずらしたようです。とくに私と小川寛会員の二人

は 1時間遅れてもバスに乗れずタクシーに乗れば 30

分以上も掛りました。激励会の 2/3 以上は終わっての

参加になりました。送迎バスは全部到着したと判断さ

れたらしく置いてけぼり、只の遅刻者扱いに、ホテル

側の代表者が大変申し訳ありませんでしたと詫びに

来るのが筋ですたいねと小川会員と話したことでし

た。 

 踏んだり蹴ったり、森オレンジ丸の前途多難を暗示し

ているようです。 

 

 

 

《幹事報告》 

 

                松田信哉 幹事 

 

1.例会変更  

松浦ＲＣ  

7 月 20 日（金）12：30～→18：30～ 

割烹 華（新旧役員交代式のため） 

                                                                                                                                        

2.来信  

◆公財）米山記念奨学会 

  2018 年度上期普通寄付金のお願い 

 

◆国際ロータリー 

  ロータリー会長賞 締切日の延長について 

 

◆国際ロータリー日本事務局 

➀2018 年 7 月クラブ請求書に含まれる規定審議会 

追加会費＄1.0 変更〔速報〕のお知らせ 

2018 年 6 月開催のＲＩ理事会により現行 1.5 米

ドルから 1.0 米ドルに減額決定 

 

➁配信履歴（～2018 年 6 月末）のお知らせ 

 

3.ガバナー事務所 

◆ガバナー事務所開設のご案内 

 ①事務所 

〒857-005 佐世保市湊町 2-8 石井ビル 6Ｆ 

TEL.0956-37-2740 FAX.0956-37-2741 

E-mail：ri2740sasebo@eagle.ocn.ne.jp 

 

 ②執務時間 9：00～17：00（月～金曜日） 

※土曜・日曜・祝日休ませていただきます。 

 

 ③地区大会事務局  

住所及び執務時間等はガバナー事務所と同じです。 

 

◆2018～19 年度地区資金（前期分）送金のお願い 

 

◆ハウステンボス佐世保 RC 

「クラブ現況と活動計画書 前年度活動実績報告書」 

 

4.伝達事項 

◆7/18（水）18：30 よりホテルオークラ JRハウ 

ステンボスにて第 3回市内 8ＲＣ会長・幹事会 

が開催されます。 

 

◆7/19（木）18：30 よりグランドファーストイン

佐世保にて第 1回理事会を開催いたします。 

 

◆7/21（土）第 1 回地区インターアクト委員会が 

綿屋旅館にて 12：00 より開催されます。 

小川地区委員よろしくお願いします。 

 

◆7/16(月)は祝日休会です。お間違いのないよう 

お願い致します。 
◆次回例会は 7/23（月）第 1回クラブフォーラ 

ム（創立 35 周年記念事業について） 

緒方信行 35 周年実行委員長です。 



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 公門新治 ） 

本日の合計  32,000 円    累計 126,000 円 

 

《ＲＩニュース》 

 
世界に友だちを広げながらボランティア精神と 

国際感覚を身につける 

インターアクトクラブでは、12～18 歳の中学・高

校生が、地元でのボランティア活動や海外のインター

アクト会員（通称「インターアクター」）との交流を

通じて視野を広げ、国際感覚を養っています。ロータ

リークラブの支援を受けて設立されるインターアク

トクラブでは、友だちと一緒に楽しみながらロータリ

ーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。 

 

インターアクトでできること 

インターアクトクラブはたくさんの 

可能性にあふれています： 

・学校や地元地域でボランティア活動をする 

・異文化について学び、国際親善に貢献する 

・学校や地元地域でリーダーシップを発揮する 

・楽しみながら、世界中に友だちをつくる 

 

インターアクトの活動内容 

インターアクトクラブは、少なくとも年に 2回、プロ

ジェクトを実施します（ひとつは学校または地元地域

でのプロジェクト、もうひとつは国際理解を促進する

プロジェクト）。インターアクターは、地元ロータリ

ークラブからの指導と支援を受けてプロジェクトを

実施し、リーダーシップを養います。 

 

以下の機会にイベントや活動に参加し、インターアク

トの活躍を多くの人にアピールしましょう。 

・世界インターアクト週間 

・インターアクト・ビデオコンテスト 

・国連で開かれる「Rotary Youth Day」 

・世界青少年奉仕デー（Global Youth Service Day） 

 

参加方法 

学校にインターアクトクラブがあるかどうか学校に

問い合わせるか、地元にインターアクトクラブがある

かどうか最寄りのロータリークラブにお尋ねくださ

い。インターアクトクラブがある場合には、クラブに

直接連絡して、次回の会合、プロジェクト、イベント

への参加に関心があることを伝えましょう。 

 

 

《ニコニコボックス》   

松尾重巳 親睦活動委員長 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

先週金曜日の福田金治ガバナーの激励会の参加の

皆様、未曾有の豪雨と特別警戒が発令される中でご参

加いただきまして誠にありがとうございました。 
特に雨の中、主催者側のバスの段取りミスで１時間以

上も雨の中で待つことになった小川寛会員には大変

恐縮しております。このようなことがないように次回

の８ＲＣの会長幹事会で改めて報告するつもりです。 
また、会員の中で今回の豪雨で被害に遭われた方がい

らっしゃれば心よりお見舞い申し上げます。 
気を取り直して、本日は納涼例会です。 
梅雨も明けました。 
暑い夏を乗り切るために大いに盛り上がっていきま

しょう。新入会員の井上会員、これからも宜しくお願

いします。 
  
渡会祐二君  

 本日は新入会員の歓迎会です。大好きな井上先輩の

ご入会を改めて歓迎いたします。四ケ町の七夕書道コ

ンクールにて、昨日、小学２年生の娘が金賞、小学４

年生の息子が銀賞を受賞しました、ニコニコします。 
 
井上隆三君 

 本日は、新入会員歓迎会という事で、会をあげて歓

迎していただきありがとうございます。 
まだまだ会に出席して緊張している私ですが、今後と

もよろしくお願いいたします。 
 
親睦活動委員会  

松尾重巳 委員長 八木順平 副委員長  

湯口純二君 鐘ヶ江和重君 中川信次君  

 本日は新入会員歓迎会＆納涼会です。会員の皆様、

この時間を楽しんでいただき、暑さを吹き飛ばしてい

ただければ幸いです。親睦活動委員会一同、頑張りま

す。また、親睦委員でもある井上直前入会会員には、

自己紹介という大役（？）がありますので、楽しみな

がらもよろしくお願いいたします。 
 
平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

緒方信行君 中山 誠君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

牧野博一君 蒲池芳明君 村瀨高広君 二ノ宮健君 

小川 寛君 近藤竜一君 田島 慎君 公門新治君 

船津 学君 小西研一君  

 本日、新年度２回目の例会後は毎年恒例の納涼会で

す。先週の台風、大雨の影響はなかったでしょうか？

一転して暑い日が続きますので大いに飲んで、大いに

親睦して暑さを吹き飛ばしましょう。 
親睦活動委員会の皆さん、お世話になります。 


