
                                        第 1534 回  №3 

                                         例会日: 2018/07/23                      

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 新入会員卓話 井上隆三会員         次回例会 第１回クラブ協議会 松田信哉幹事 

《第 1 回クラブフォーラム》 

「創立 35 周年記念事業について」 

緒方信行実行委員長 

 

35 周年を振り返るに

あたり、佐世保北ロー

タリークラブの歴史は、

この方の歴史というこ

とで、まずは村上寅雄

初代会長について触れ

てみます 

 

３５年間様々な役職を務め 

てきたが、やはり佐世保北ロ

ータリークラブの初代会長

をやれたことが一番嬉しい

事だった。 

逆に、ガバナーを断ったこと、

五島にロータリークラブを

作れなかったことが後悔す

る出来事だった。 

 

 

３５周年事業安について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田俊郎君 

 将来的には、ロータリー活動を出来るような会場を

自分たちで作れるような方向で進めて頂きたい。私も

少しですが寄付をさせて頂きたいと思っています。 

 

豊島揆一君 

 厦門には国際奉仕委員会として参加したいと思っ

ています。皆さんも出来るだけ参加お願いします。 
 
富田耕司君 

 城島高原は何十年振りですが、どの位変わっている

か楽しみにして参加したいと思っています。 

  

藤井良介君 

 前回参加した時のゴルフやホテルの楽しい思い出

が残っています。 

 

平石晃一君 

 もう 35 年も経ったのかと、感慨深いです。今回も

楽しみにしています。 

 

二ノ宮建君 

 前回も楽しい思い出ばかりでした。奥様方も楽しま

れたのではないでしょうか。今回も楽しみにしていま

す。 

 

鳥越敏博君 

 委員長はじめ、実行委員の皆さん、大変でしょう

が頑張って下さい。 
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【本  日】会員数 43 名 出席 25 名 欠     席 5名  出席規定免除会員（13）  出席 11 名 ビジター2 名 出 席 率  87.80％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  28 名 メークアップ 2 名  出席規定免除会員（13）  出席 10 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 

 



宮原明夫君 

 前回は 10 周年でしたので、私はまだ入会していま

せんでしたが、皆さんから楽しかったと聞いています。

ロータリー活動の中で親睦が大事ですので、みんなで

いい思い出を作れたらと思っています。 

 

峯 徳秀君 

 実行委員会の皆さん大変だと思いますが、頑張っ

て頂きたいと思っています。 

 

渡会祐二君 

 村上会員の歴史を聞いて、改めて北ロータリーの歴

史を感じました。１０周年の記念誌に掲載されている

写真で楽しそうな雰囲気が伝わってきます。楽しみに

しています。 

 

公門新治君 

 私は入会して 3 年経ちましたが、35周年を迎える

となると、更に 32年もあるのかと、改めて歴史の重

みを感じました。その重みを我々の世代に引き継いで

頑張っていかなければいけないと感じました。 

 

東田賢二君 

 このような会に参加できることを本当に嬉しく思

います。 

 

松尾重巳君 

 今年は親睦活動委員長ですので、皆さんが楽しめる

ように努力しますので、皆さんも是非参加してくださ

い。 

 

小川 寛君 

 ３５周年城島高原１００％参加めざしましょう！ 

 

宮崎有恒君 

 前回家族で参加して、思い出の写真が残っています。

楽しみにしています、 

 

中山 誠君 

 前回は観光の担当で、高いおみやげを買ったおもい

でが有ります。旅行もですが、厦門の植樹もよろしく

お願いします。 
 
村上寅雄君 

 前回参加した時は非常に楽しかったことと、まだ

若かったなぁと思いだされます。緒方委員長には、ま

たいい思い出作りが出来るように頑張っていただき

たいです。 

 

 

  

松田信哉君 

 35 周年という年度で幹事を務めているので、何か

記念に残るような年度にしたいと考えていました。緒

方委員長、快く引き受けて頂き感謝しております。 

思い出に残るような企画をお願い致します。 

 

森  豊君 

 『思いで作り』という言葉が何度も出てきています

が、今年度 35周年のキーワードだと思います。前回

も事業を通じて大きな結束力を感じました。今回も再

びその結束力を感じたいと思っています。 

 

 
 

 

《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

 

先週の厦門理工学院と佐世保高専の交流支援事業

にあたってはショートステイにご協力いただいた鳥

越会員、近藤会員、渡会会員、八木会員。鳥栖ショッ

ピングモールへ引率していただいた八木会員と奥様、

松田幹事、マイクロバスを提供していただいた緒方会

員他懇親会に参加していただいた会員皆様のおかげ

で無事ひとつの行事が終わることが出来ました。あり

がとうございました。 

本日は緒方委員長による第１回クラブフォーラム

「創立３５周年記念事業について」です。よろしくお

願いします。 

 

※禁煙のためのすり替え理論。 

高校時代にタバコを覚え、ハイライト・エコー・チ

ェリー・セブンスター・マイルドセブン・ケントなど

50 代前半まで 35 年ほどの喫煙歴でした。 

  我が家は禁煙なのでホタル族になり隠れて吸って

いると現行犯で見つかれば１万円の罰金のルール。そ

れにもめげず吸っていました。 

  灰皿を 2個用意し、1個の灰皿には半分くらい吸っ

たタバコを入れ 2個目には根元まで吸いきったタバ

コを捨て値上げされてもはかない抵抗。 

 何度、禁煙宣言しても激しい禁断症状に襲われ挫折

していました。 

あるとき友人から、吸っていないのに吸っていると

脳に思い込ませれば簡単に辞められるよとすり替え

理論を伝授され、半信半疑でトライしてみました。 



私はこの「ミンティア」でタバコをやめました。 

方法は、タバコを吸いたくなったらこのミンティアを

ひと粒口の中に放り込む。これを何回かトライしてい

ると私の単純な脳がタバコを吸っていると思い込ん

だようで、禁断症状は一切出ず辞めることが出来まし

た。3日目にアルコールが入る宴会があったのでもし

ここでタバコを吸う気がなくなったら本物かなと思

い臨みました。となりの人がタバコを吸ってもタバコ

を吸う気も起きらず全然平気でした。すり替え理論は

大成功でした。 

すり替え理論成功の秘訣は「絶対禁煙してやろうと

力まないこと。禁煙できたら儲けもの」くらいの軽い

気持ちで望むこと。俺は今タバコを吸っていると思い

ミンティアを口に放り込むこと。こうすれば脳は簡単

に騙せます。すり替え理論が医学的に証明できたら、

これはビジネスチャンスですよ。 

 

 

《幹事報告》 

                松田信哉 幹事 

1.例会変更  

 ◆伊万里西ＲＣ 

7 月 17 日（木）18：30～ 

伊万里迎賓館 2Ｆ「ロイヤル」 

（会長・幹事激励会のため） 

 

  8 月 16 日（木） 

休会（定款第 8条第 1節により） 

 

 ◆佐世保中央ＲＣ  

8 月 2日（木）12：30～→17：30～  

白浜キャンプ場（納涼家族会のため） 

              

8 月 16 日（木） 

休会（定款第 8条第 1節により） 

      

◆ハウステンボス佐世保ＲＣ 

 7 月 31 日（火）12：30～→18：00～ 

   ホテルサンルート佐世保ビアホール 

（納涼家族会のため） 

                  

8 月 14 日（火）  

休会 （定款第 8条第 1節により）                                                                  

 

2.来信  

 ◆公財）米山記念奨学会 

  ハイライトよねやま 220 

◆国際ロータリー日本事務局 

国際ロータリー人頭分担金請求書 

 ◆ガバナー事務所 

 ①2018～2019 年度地区補助金決定通知書 

1,250 ドル （137,500 円） 

 ②「ロータリーの友」編巣湯部よりお願い（設問） 

 ③西日本豪雨被害状況について 

（地区内クラブ会員の被害状況確認）  

 ④公式訪問食事時間提供時間のお尋ね 

     

◆2017～2018 年度ガバナー事務所 

  月信 13 号資料確認のお願い 

 

 ◆牛津 RC 

①インターアクト年次大会時の送迎バスについて 

②分科会についてのお願い 

 

 ◆多久ＲＣ 

  第 39 回ＲＹＬＡ ＤＶＤ 

（クラブ 1枚＋青少年登録者 8枚） 

 

◆佐世保南ＲＣ 

①「クラブ現況と活動計画書・前年度活動実績報告」 

②佐世保南ＲＣ創立 60周年記念誌 

 

◆海上自衛隊佐世保地方総監部 

 佐世保地方隊創設 65周年佐世保音楽隊 

ファミリーコンサートのご案内 

 日時：9月 22 日（土）午後 2時～午後 4時 

（開場午後 1時） 

 場所：アルカスＳＡＳＥＢＯ 大ホール  

 

3.伝達事項 

◆7/28（土）10：00 よりガーデンテラス佐賀ホテル

＆マリトピア 3 階にてインターアクト年次大会

が開催されます。ご出席の方はよろしくお願い致

します。 

◆本日、インターアクトクラブ例会が 16 時 20 より

佐世保高専にて開催されます。 

◆次回例会は 7/30（月）新入会員卓話 井上隆三会

員です。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保西ＲＣ  

副島洋平君       西浦隆洋君 

  



《委員会報告》 

 

◆親睦活動委員会       松尾重巳 委員長 
「夏の家族会」について 

8 月 26 日（日）17：00 より短縮例会、17：45 より

家族会を行います。場所は九十九島シーサイドテラ

ス ホテル＆スパ花みずきにて行います。詳しいご

案内の封書がご家族に既に到着していると思いま

す。奮ってのご参加をお願いいたします。 

尚、ハガキでの出席の返信を 8月 10 日までにお願

いいたします。 

 

◆Ｓ.Ａ.Ａ.         近藤竜一 S.A.A（長） 

8 月 6日（月）2740 地区第 6グループ森山隆明ガバナ

ー補佐訪問例会、8月 20 日（月）2740 地区福田金治

ガバナー公式訪問例会となっております。 

以下の通りご協力をお願いしたく、ご案内申し上げ

ます。 

１．両日の服装について 
 会員の両日の服装については、ネクタイの着用は

自由とさせて頂きます。 
２．食事について 

 両日とも、一斉会食となっております。ご協力を

お願いいたします。 
 

◆渡会祐二 ロータリー情報委員長 
7 月 24 日（火）18：30 より「かつき」にて委員会

を開催いたしますので、ご参加の皆様にはよろしく

お願いいたします。 

 

◆宮原明夫 奉仕プロジェクト青少年委員長 
「させぼ海洋探検隊 in 髙島」が平成 30 年 8 月 16

日（木）～8 月 19 日（日）に髙島にて開催されま

す。当クラブの宮﨑有恒会員が実行委員長として頑

張っておられますし村瀨会員も頑張っています。会

員の皆様にも様々な形でのご支援をお願いします。

まずは 8月 16 日（木）11：30 からの開校式への参

加をお願いします。 

 
◆小川 寛 2740 地区インターアクト地区委員 
 7 月 21 日（土）唐津 綿屋にて第 1 回地区インタ

ーアクト委員会が開催されました。 

・事業計画予定について 

・前期、後期の指導者研修会について 

 ・第７回全国インターアクト研究会について 

 ・インターアクト年次大会について 

 ※7 月 28 日（土）佐賀マリトピアに於いてホスト

校は牛津高等学校です。 

 
 
 

◆前年度出席免除会員出席 100％表彰 

平石晃一君   藤井良介君 

 

 

 

 

厦門理工学院の学生との交流会  7 月 21 日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 158,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ニコニコボックス》   

松尾重巳 親睦活動委員長 

 

佐世保西 RC    副島洋平 会長 西浦隆洋 幹事  

 今期、佐世保西ＲＣの会長を拝命しております副島

洋平と幹事の西浦隆洋と申します。日頃より森会長、

松田幹事には大変お世話になっております。先週水曜

日の会長幹事会大変お疲れさまでございました。 
副島に至っては、船津会員には公私ともに、特に私の

方で大変お世話になっております。また飲みに連れて

いってください。 
 
森  豊会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

 先週の土曜日の厦門理工学院の学生との交流会に

ご参加の皆様、ありがとうございました。特にホーム

ステイに協力いただきました、鳥越会員、近藤会員、

峯会員、渡会会員、ありがとうございました。また、

鳥栖のアウトレットに同行いただいた八木会員、ご苦

労様でした。 
 本日は、第１回クラブフォーラムです。３５周年事

業に関して、緒方実行委員長、よろしくお願いします。 
  
村上寅雄君  

 本日は創立 35 周年記念事業のクラブフォーラムで

す。緒方実行委員長よろしくお願いいたします。 

 
緒方信行 創立 35 周年記念事業大会実行委員長  

 本日のフォーラム、よろしくお願いいたします。 
 
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 藤井良介君 

宮﨑有恒君 古賀新二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

牧野博一君 渡会祐二君 村瀨高広君 二ノ宮健君 

松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君 

田島 慎君 公門新治君 船津 学君 中川信次君 

井上隆三君 鐘ヶ江和重君  

 本日は、第１回クラブフォーラムで、「創立 35周年

記念事業について」です。記念すべき節目の事業です。

緒方大会実行委員長、委員の方々よろしくお願いいた

します。 

夏の家族会 

日 時：2018 年 8 月 26 日（日） 

17：30 短縮例会 

17：45 家族会   

場 所：九十九島サイドテラス 


