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【本 日】会員数 43 名

出席 24 名

欠

【前々回】会員数 43 名

出席 21 名

メークアップ 8 名

席 5名

出席規定免除会員（14）

《次年度の抱負》
村瀨高広

出席 8 名

出席規定免除会員（14） 出席 8 名

次年度幹事

出 席

率 89.19％

修正出席率 100.00％

ＲＩ2740 地区ガバナーは皆さんご存知の方も多いと
思いますが千葉憲哉先生です。
諫早北 RC に所属されています。
地区運営方針は
「チャレンジしよう！」（変化、活性化、つながる、
伝える）です。
変わりたくない・変われない日本人
「チャレンジや創造 をすれば、結果はほとんど失敗
になる。」
戦略とは失敗を織り込んで考えるものである。
現代日本の問題は失敗を恐れ、チャレンジしない
ことが問題である。」畑村 洋太郎さん
（東京大学名誉教授 畑村創造工学研究所）

2019～2020 年度会長エレクトセミナー(PETS)及び次
期クラブ幹事セミナー報告
次期幹事の村瀨です。
まず私から報告させて頂き次に蒲池会長エレクトに
お話を頂きたいと思います。
2019 年 3 月 17 日(日) 諫早市の L＆L ホテルセンリ
ュウにて開催された会長エレクトセミナー(PETS)及
び次期クラブ幹事セミナーに蒲池会長エレクトと村
瀨で出席しました。
まず最初に次年度のＲＩ会長はマーク・ダニエル・マ
ロニー会長です。
弁護士法人代表で 1980 年 25 歳でアメリカ・アラバマ
州ジケーターＲＣに入会されています。現在 64 歳に
なるそうです。
2019～2020 年度テーマは「ROTARY CONNECTS THE
WORLD」
「ロータリーは世界をつなぐ」になっております。
本日の例会

2019-20 年度「ロータリーは世界をつなぐ」
2019-20 年度には、「ロータリーは世界をつなぐ」の
テーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮
深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすた
めのつながりを築いてまいりましょう。

村上寅雄初代会長追悼記念卓話 宮﨑有恒会員

次回例会

祝日休会（昭和の日）

《会長挨拶》
中野雄一郎

副会長

◆ガバナーエレクト事務所
①地区研修・協議会 プログラム変更のお知らせ
②地区委員会 キックオフミーティング
プログラム変更のお知らせ
◆平戸ＲＣ
IM 意見書のお願い

今年度初めての森会長代行として挨拶いたします。
昨年は自然災害が多く発生しました。
日本損害保険協会によれば、歴代 1 位になる 9/3 に発
生した台風 21 号での損害は約 85 万件 9698 億円、歴
代 6 位になる 9/28 に発生した台風 24 号での損害は約
41 万件 2868 億円になっています。更に歴代 7 位にな
る広島を襲った集中豪雨と被害が多くなりました。
過
去のデータのベストテン３つも入っています。
自然災害の増加により今年 10 月に火災保険料が改訂
され上がりますので、今ご加入の火災保険は 8 月、9
月に解約してでも付け直しし 5 年・10 年の長期にす
るのをお勧めします。
《幹事報告》
松田信哉

幹事

◆佐世保南ＲＣ
2019～2020 年度 第 2 回市内 RC 会長・幹事会の
ご案内
日 時：2019 年 5 月 14 日（火）18：30～
場 所：九十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス（佐世保市鹿子前町 740
TEL：0956-28-2111
3.伝達事項
①4/18（木）18：30～より第 10 回理事会を開催い
たしますのでよろしくお願い致します。
②本日、16：20 より佐世保高専にてインターアク
トクラブ例会を開催致します。
メークアップの対象にもなりますのでご出席の
方はよろしくお願い致します。
③本日、
今年度各委員長へ委員会年間活動報告用紙
を配布しております。また、次年度の各委員長へ
委員会活動計画用紙を配布しております。
現況報
告書の作成がありますので締切りまでに必ず提
出をお願い致します。
④4/22（月）次回例会は「村上寅雄初代会長
追悼記念卓話」宮﨑有恒君です。

1.例会変更
佐世保東南 RC 4 月 17 日(水)12：30～→19：00～
しぐれ茶屋（夜の例会の為・新入会員歓迎会）
2.来 信
◆公財）米山記念奨学会
①奨学生の世話依頼について
1.世話依頼状
2.クラブ委嘱状
3.カウンセラー委嘱状・・・松田信哉 殿
4.奨学生情報
奨学生氏名：レー チュン ハイ 君
LE TRUNG HAI
性別：男
国籍：ベトナム
奨学期間：2019 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日
長崎県立大学 学部課程 経営専攻
研究テーマ 「ベトナムにおける農業保険の状況
と日本の比較」
②公財）ハイライトよねやま Vol.229

《委員会報告》
国際奉仕委員会 村瀨高広委員
4/10～4/12 まで仁川松島ＲＣへ訪問して参りました。
緒方団長、平石さん、小西さん、八木さん、村瀨の 5
名で参加しました。姉妹クラブ締結と、今後の活動に
ついて話してきました。

《ニコニコボックス》
東田賢二

公共イメージ雑誌文献委員会 蒲池芳明 副委員長
ロータリーの友 4 月号のご案内
横組み
4 月は母子の健康月間です。
P16～17 安全なお産のためにホンジュラスで母子
健康事業の記事が記載されています。
P7～15 自殺を防ぎ、命を未来へつなげる活動の特
集記事
縦組み
2018 年 5 月 27 日国際ロータリー第 2820 地区
地区大会記念講座要旨 P4～8
アジアの中に折りたたまれた日本のこころ
世界をよくしていく方向性をつくる流れを、
一つ一
つの分子として皆さん一緒になってつくってほし
いという思いが綴られています。何回もこの内容を
読むと人生とは何か、人との出会いにより生き方が
大きく左右されるものだと感じさせられました。
こ
の世の中を少しでも良くする試みに参加すること
は結果的にこの時代の大きな流れを推し進めるこ
とができると思いました。
ぜひ皆さんご一読ください

親睦活動委員

森 豊会長 中野雄一郎副会長 松田信哉幹事
先週の従業員招待例会にご参加の皆様、
ありがとうご
ざいました。
職業奉仕委員会の皆様大変ご苦労様でし
た。本日は、村瀨次期幹事による次年度に向けての抱
負を語ってもらいます。村瀨次期幹事、よろしくお願
いします。
藤井良介君
先週の映画例会お世話になりました。本日の卓話「蒲
池エレクト、村瀨次期幹事の抱負」頑張って下さい。
平石晃一君
4 月 10 日より 12 日まで仁川ＲＣ訪問してきました。
緒方さん、村瀨さん、小西さん、八木さん大変お世話
になりました。
緒方信行君 村瀨高広君 八木順平君 小西研一君
先週 10 日から 2 泊 3 日で仁川、ソウルを訪問、仁川
では仁川ＲＣ会員の皆様の歓待を受けました。
本日の
村瀨次年度幹事の卓話、楽しみに拝聴致します。
福田俊郎君 富田耕司君 古賀新二君 湯口純二君
宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 渡会祐二君
三谷秀和君 松永祐司君 松尾重巳君 田島 慎君
公門新治君 中川信次君 茶村亜子君
二ノ宮 健君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君
国際奉仕委員会を中心としたメンバーの皆様で 4/10
～4/12 の間で仁川ＲＣの訪問大変お疲れ様でした。
本日の卓話は次年度幹事の村瀨会員による
「次年度の
抱負」と題して話をいただきます。会員一同楽しみに
拝聴致します。よろしくお願いします。

本日の合計
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

30,000 円

委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一

累計
（記事担当

1,176,000 円
松田亜由美）

