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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 5回クラブ協議会 松田信哉幹事             次回例会 親睦活動委員会担当例会 

《会員卓話》 

『佐世保北ロータリークラブ・創立 35 周年記念誌 

発行に向けて』     宮﨑有恒記念誌委員長 

 

当初創立 35 周年式典・懇親会は４月開催でしたの

で、本日の卓話では記念誌の出来上がりをご披露する

予定でしたが実際は 5月 11 日に行われました。現在

委員会では式典・懇親会の原稿依頼や写真の整理中で

6月末の発行予定です。 

今日は現在予定している記念誌の内容と、式典・懇

親会を行った「城島高原ホテル」までのバス旅行と記

念ゴルフの模様をそれぞれ報告いたします。「創立

35 周年記念誌」は 5年前の創立 30 周年記念誌をベー

スにして次の内容です。 

第一章「式典」では会長・実行委員長あいさつ、祝

辞の替わり故村上初代会長の遺稿、小西 OB 会員の追

悼文、記念式典（松田幹事）・懇親会（小西会員）、

バス旅行（宮原・渡会会員）、記念ゴルフ（中川会員）、

KKC（鳥越会員）、記念事業紹介（厦門理工学院・交

流記念植樹、日本語本寄贈、県北春期水泳記録会支援） 

第二章「変遷」ではチャーターメンバー紹介、思い

出のアルバム（31 代~35 代）、クラブ 35 年の歩み、

国際交流について（永田会員）、在籍会員写真、寄稿

文（平石・二ノ宮会員） 

第三章「資料」ではクラブ全会員 35 年の推移、地

区表彰、歴代地区役員、歴代青少年交換留学生・米山

記念奨学生、物故会員ご芳名、編集後記 以上 

本日、特に紹介したいのはクラブ全会員 35 年の推

移で創立 30 周年時ではのべ 139 名の方が在籍され会

員数は 43 名です。その後の 5 年間で 15 名増え 154

名になりましたが会員数は 43 名のままですので、15

名の方が退会されたことになります。会員増強の難し

さを感じさせられます。 

次にバス旅行・ご夫婦を中心とした一班を宮原会員、

ファミリーの二班を渡会会員、記念ゴルフを中川会員

に発表していただきます（なおこの内容は記念誌に掲

載しますのでここでは割愛します）。 

 

後に記念誌の発行は、今回はインターネット上で

いつでも閲覧できる電子ブックです。セキュリティを

考慮してクラブホームページもしくは配信する Web

サービスを考えておりますので楽しみにお待ちくだ

さい。 
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【本  日】会員数 43 名  出席 24 名 欠席 5 名 ビジター0名 出席規定免除会員（14）  出席 8名    出 席 率 86.49％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  23 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  2018～2019 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  

『トリビアの泉』 

正式のワイシャツには、おしり側のすその方にボタ

ンが付いているのだそうです。何故だかご存知です

か？これは佐世保弁で「たいかぶる」「しかかぶる」

という言葉がありますが、下着を汚してしまう、着替

えのパンツがないという状況下でパンツの代わりを

作ろうという時に、このボタンが役に立つのです。 

使い方はいたって簡単です。このボタンとワイシャツ

の前側にあるボタンホールを股間を通じてつなぎ合

わせるというものです。だからワイシャツのお尻側は

袴のように垂れているのも緊急事態に対処するため 

のものです。知っていても、知らなくても特別人生に

影響があるのではない知識を「トリビア」と言います

が、心豊かにしてくれることは間違いないようです。 

 
 
《幹事報告》 

          松田信哉 幹事  

1. 例会変更 

 

◆松浦 RC 

 通常例会開催曜日変更  ※例会場の変更はあり

ません 

 旧）毎週金曜日 12：30～   

新）毎週水曜日 12：30～ 7 月 3 日より 

 

◆佐世保東 RC 

 6 月 13 日（木）12：30～ 

→18：30～ ホテルオークラ JR ハウステンボス 

1 階「飛鳥の間」（新旧委員交代式の為） 

 

◆ハウステンボス佐世保 RC 

 6 月 18 日（火）12：30～ 

→18：30～ ホテルヨーロッパ「吉翠亭」                  

（新旧交代式・夜例会のため） 

 

2. 来 信          

◆国際ロータリー日本事務局  

審議会に関する 新情報 

 

◆ガバナーエレクト事務所  

①地区研修・協議会（公共イメージ部門）参加の御礼 

②第 15 回ロータリ－日韓親善会議のご案内 

 日時：2019 年 9 月 28 日（土） 

 場所：仙台国際センター2Ｆ大ホール・展示室 

    

◆佐世保 RC 

2019～2020 年度 第 1回佐世保市内 8RC 会長・幹

事会議事録 

3. 伝達事項 

① 5/27（火）11：00 より海上自衛隊佐世保地方総

監 菊地聡名誉会員表敬訪問となっております。 

次年度蒲池会長・村瀬幹事、宜しくお願い致しま

す。  

②先週もお知らせいたしましたように次年度の準

備といたしまして会員名簿、職業分類、メールア

ドレスについて確認のお願いです。変更がある方

は本日までに事務局までお知らせ下さい。 

 ③6/3（月）次回例会は第 5回クラブ協議会（年間 

報告）です。大委員長、小委員長の方々には年間 

報告していただきますのでよろしくお願い致し 

ます。欠席される方は必ず代理の方をお願い致し 

ます。 

  
 
《委員会報告》 

次年度奉仕プロジェクト青少年委員会  

中川信次 委員長 

急なご案内となりますが、今週金曜日（5/31）に次年

度社会奉仕委員会、青少年委員会の合同委員会を開催

することになりました。場所はグランドファーストイ

ン佐世保で 18 時 30 分からです。食事の準備等の手配

がありますので、明日 28 日までに委員の方は出欠の

連絡をお願いします。本日午後から事務局よりご案内

を発信します。 

 
北斗会 緒方信行君 

8ＲＣゴルフ大会の結果について 

団体 6位、中川会員が 3位入賞という結果に終わりま

した。 終北斗会は 6月 8日の予定です。 

 
農業支援事業 

《マーコットを猿に届けるプロジェクト》 

社会奉仕委員会 古賀新二 委員  

 

5月22日五月晴れ、66名の幼稚園児と11名の引率者、

会長、幹事をはじめ 6名の会員が集合したマーコット

畑で、森会長、小川委員長の挨拶と贈呈式を済ませ、

子供たちは味見をしながら収穫。クラブのメンバーも

負けじと味見と収穫。みんなにこにこ笑顔でした。 
収穫したミカンは「森きらら」のマントヒヒのところ



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 小西研一） 

本日の合計 32,000 円   累計 1,325,000 円 

へ。飼育係の話を聞いた後、申の胃袋へ。2日間のボ

ランティア活動でした。通算 5ヶ園 149 名の園児の参

加をいただき、子供も大人も、農家の方々も感動した

素敵な企画だったと思います。 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

鐘ケ江和重 親睦活動委員 

 
森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

中島会員、久々の例会出席ですね。元気そうで安心し

ました。これからも体調が良い時は出席して下さい。

昨日の 8ＲＣのゴルフ大会にご参加いただきました

皆様、大変ご苦労様でした。グループラインで中川会

員が 3位に入賞されたとのことで、おめでとうござい

ます。団体は 6位ということで、大変忙しい中で健闘

して頂き大変誇りに思います。ありがとうございまし

た。本日は、宮﨑会員による会員卓話です。35 周年

記念事業の副委員長として、おおいに活躍していただ

きました。宮﨑会員、35 周年の思いを厚く語ってく

ださい。 

 

緒方信行君 

本日の宮﨑有恒会員の卓話を楽しみに拝聴させてい

ただきますが、短めにお願い致します。昨日の 8ＲＣ

ゴルフ大会の皆様、大変お疲れ様でした。中川会員、

3位入賞おめでとうございます。 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 小川一貴 委員長 

今月 22 日、社会奉仕委員会 農業支援事業に参加い

ただいた皆さん、お疲れ様でした。森会長より、農業

生産者 岡本清さんに支援金の贈呈を致しました。ま

た、森きららの動物たちに与えてもらうために幼稚園

の幼児たちにマーコットオレンジを収穫してもらい

ました。古賀会員、大変お世話になりました。 

中山 誠君 

先日のマーコット狩りに参加の皆様、お疲れ様でした。

宮﨑さん卓話ガンバってください。 

 

宮﨑有恒君 

本日の卓話は「創立 35 周年記念誌委員会」による卓

話です。よろしくお願いします。中島会員の久し振り

の元気な姿を見て、嬉しい限りです。 

 

松永祐司君 

皆様おつかれさまです。先日は私の社長就任のお祝い

に多数ご参加いただきありがとうございました。皆さ

んのお祝いや激励の言葉に、あらためて身の引き締ま

る思いです。仕事にロータリーに頑張ります。これか

らもよろしくお願いします。ありがとうございました。 
 

中島閏二君 

久しぶりの例会出席です。よろしくお願いします。 

 

 

中川信次君 

昨日は 8ＲＣのゴルフ対抗戦が開催されました。絶好

のコンディションと同伴メンバーに恵まれ、佐世保に

来てからのベストスコア 91 が出ました。ダブルペリ

アの隠しホールもうまくはまって、個人戦では 3位に

入ることが出来ました。これも、日頃の藤井ゴルフ塾

の特訓の成果だと思っています。 

ありがとうございます。昨日は、楽しい 1日を過ごす

ことができましたので、ニコニコします。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君 

藤井良介君 湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

牧野博一君 蒲池芳明君 渡会祐二君 小川 寛君 

近藤竜一君 松尾重巳君 八木順平君 井上隆三君 

茶村亜子君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 

本日は宮﨑会員による 35 周年記念事業卓話です。楽

しみに拝聴させていただきます。 

昨日の8ＲＣゴルフ大会で中川会員3位入賞おめでと

うございます。                     


