
                                        第 1567 回 №36 

                                         例会日: 2019.6.3   

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  親睦活動委員会担当例会             次回例会 「一年間を回顧して」 森 豊会長 

《第 5 回クラブ協議会》 

          松田信哉 幹事 

 年間報告 

 

 

クラブ管理運営委員会 中山 誠 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

出席委員会 平石 晃一 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

プログラム委員会 牧野博一 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

親睦活動委員会 松尾重巳 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

Ｓ．Ａ．Ａ． 近藤竜一 S.A.A.長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

公共イメージ・雑誌文献委員会 二ノ宮 健 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

ＩＴ会報委員会 公門新治 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

ロータリー情報委員会 渡会祐二 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

職業分類・会員選考委員会 緒方信行 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

会員増強委員会 小川 寛 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

職業奉仕委員会 村瀬高広 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

富田耕司 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

国際奉仕委員会 緒方信行 委員 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 小川一貴 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

奉仕プロジェクト青少年委員会 宮原明夫 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 

 

インターアクト委員会 宮﨑有恒 委員長 

（次年度クラブ現況と活動報告書参照） 
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【本  日】会員数 43 名  出席 28 名 欠     席 1 名  出席規定免除会員（14）  出席 12 名    出 席 率 97.56％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  22 名 メークアップ 7 名   出席規定免除会員（14）  出席 10 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 

 
※鯖くさらかしの岩 

時津町にある奇岩です。 

そそり立つ岩の上に今にも落ちてきそうな不安定

な岩が乗っている。そんな奇岩です。 

長崎市内で魚を仕入れて時津の店に持っていくと

きにこの岩に遭遇する。 

「落ちてきたらどがんしゅうか？恐ろしかあ。怖

さ。」とこの道を通れなかったそうで遠回りしてき

たのでしょう、店についてたときはずいぶんと遅

くなり腐りやすい鯖が腐ってしまい商売にならな

かった。という昔話です。 

昨日は、佐世保市内は市民大清掃でした。絶好の

大清掃日和よりでしたが、前日から大雨の警報が

出ており躊躇して中止をした町内があったそうで

す。 

まだ雨も降ってない大丈夫と強気の町内はやった

そうです。2時間くらいだけど雨が降るかも知れな

いしと、随分弱気な町内もあったものです。 

鯖くさらかしの岩のたとえで笑いものになったか

も知りませんがこれも結果論です。 

当事者になれば決断は難しいものかと思います。 

北ロータリークラブも今回2度例会を休みました。

1 度は台風接近中で休みましたが 

あいにく台風は 90 度それました。絶好の例会日和

でした。決断は難しいものです・・・ 

 
 

《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

１．例会変更  

◆佐世保中央 RC   

6 月 27 日（木）12:30～→18：30～  

セントラルホテル佐世保「ヴィオラの間」 

（会長・副会長・幹事交代式の為） 

 

２．来 信  

 ◆国際ロータリー日本事務局 

 2019 年 6 月 RI レート（1ドル＝110 円）と 

【重要】2019 年 7 月からのお知らせについて 

 

◆ガバナー事務所 

 ガバナー月信 6月号 

 

◆ガバナーエレクト事務所 

①2019～20’年度マイロータリー・ロータリークラ

ブセントラルセミナー開催のご案内 

日 時：7月 12 日（金）14：00 受付 14：30 開会   

16：30 閉会予定 

会 場：L&L ホテルセンリュウ   

諫早市永昌東町 TEL：0957－22－8888 

※出席対象者：次年度会長・幹事・委員長・公共イメ

ージ地区委員・事務局 

②ガバナー月信送付先と部数一覧 

③次年度公式訪問時のタイムスケジュールについて

（お知らせとご協力のお願い） 

クラブ協議会 7 月 29 日（月）    

公式訪問 8 月 5 日（月） 

 

◆第 2740 地区 2019～2020 年度地区大会事務局開設

のご案内 

〒854-0016 長崎県諫早市高城町 5-10 諫早商工会館

302 号（ガバナーエレクト事務所内） 

TEL 0957-46-3096  FAX 0957-46-3097  

E-mail isahaya2740@eagle.ocn.ne.jp 

事務局員 川口文子 

 

◆ハウステンボス佐世保 RC  

2019～2020 年度 佐世保市長表敬訪問のご案内 

日 時：7月 8日（月）10：00～10：30 

集合時間：9：45（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 

※服装はクールビズ（ノーネクタイ、ジャケット着用）

でお願い致します。） 

 

３．伝達事項 

①6/10（月）次回例会は親睦活動委員会担当例会で 

す。出欠がまだの方は本日までにお願い致します。 

 

 

 
《今月のご結婚祝い》            

S.55.6.18  永田武義・芙美子 夫妻    

S.59.6.12 森   豊・康子 夫妻 

 H. 3.6. 2 松尾重巳・ゆかり 夫妻    

H. 5.6.20 東田賢二・敬子 夫妻 

 
《今月の誕生祝い》 
 S.52.6.6 三谷秀和会員 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 
 

 

佐世保東ＲＣ 

緒方 大輔 君 



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 船津 学） 

本日の合計 37,000 円    累計 1,362,000 円 

《委員会報告》 

 

ロータリー情報委員会 渡会祐二 委員長 

6 月 1 日（土）に、ヤフオクドームにて第 3回の家庭

集会を開催いたしました。 

お忙しい中、3年未満委員の茶村会員を含めて合計 11

名の方にご参加いただき、誠にありがとうございまし

た。 

ロータリーを学びつつ、野球観戦・懇親会を過ごすこ

とができまして、楽しい会になったと思います。 

講師を務めていただいた中山会員、資料を準備いただ

いた窪田さん、会場を提供いただきました宮﨑会員に

は、改めてお礼申し上げます。 

 
親睦活動委員会 松尾重巳 委員長 

来週 6月 10 日の 6月第 2例会は親睦活動委員会担当

例会です。今年一年を振り返りながら、少しお酒が飲

める形にします。 

食事はビュッフェ形式です。PM6：00 頃から、バーカ

ウンターを開設しますのでお早めにどうぞお越しく

ださい。 

また、6月 8日土曜日は親睦活動委員会を開催します

ので、委員の方はよろしくお願いします。 

 
 
 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員 

 

佐世保東ＲＣ 緒方大輔君 

本日もお世話になります。宜しくお願い致します。 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

東ＲＣの緒方大輔様、メークアップありがとうござい

ます。 

本年度の例会もいよいよ残すところ 3 回となりまし

た。 

ここまでなんとか無事にやってこれたのは会員の皆

様の協力のおかげと感謝しております。 

本日は、本年度最後のクラブ協議会です。各委員長の

方、報告よろしくお願いいたします。 

先週土曜日は、本年度最後の家庭集会がありました。

宮﨑会員のはからいで福岡ドームで野球観戦をしな

がらの意見交換会ということで、さぞ盛り上がったこ

とと思います。 

ご参加の方、大変お疲れ様でした。 

 

 

 

ロータリー情報委員会 渡会祐二君 峯 徳秀君 

6 月 1 日の第 3回家庭集会にご参加の皆様、ありがと

うございました。試合は 5対 6と僅差でホークスの敗

けでしたが、おかげさまで楽しい集会となりました。

ニコニコします。 

 

緒方信行君 

本日はクラブ協議会です。松田幹事のスムーズな運営

を期待しています。佐世保東ＲＣの緒方大輔様のご訪

問を心から歓迎いたします。 

毎週来て下さい。 

 

宮﨑有恒君 

ヤフオクドームでの家庭集会参加の皆様、お疲れ様で

した！どうやって帰ろうかと、途方にくれていたら、

茶村さんの車に乗せていただきました。 

ありがとうございます！ 

 

村瀬高広君 湯口純二君 中山 誠君 松永祐司君 

蒲池芳明君 

6月1日のヤフオクドームでの情報委員会ではお世話

になりました。楽しい委員会となりました。本日のク

ラブ協議会ご苦労様です。 

 

松尾重巳君 

お疲れ様です。結婚祝いありがとうございます。 

 

茶村亜子君 

先日の家庭集会は、本当に為になるお話と有意義な時

間でした。心から北クラブに入会させて頂きよかった

と思いました。お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

 

事務局 窪田君 

先日の家庭集会では大変お世話になりました。渡会委

員長、宮﨑会員、他ご参加の皆様 ありがとうござい

ました。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 藤井良介君 

古賀新二君 中島閏二君 宮原明夫君 牧野博一君 

井上隆三君 小川一貴君 小川 寛君 近藤竜一君 

田島 慎君 公門新治君 小西研一君 中川信次君  

二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 

本日は、佐世保東ＲＣ緒方大輔様ご来訪ありがとうご

ざいます。本日の卓話は、松田幹事によるクラブ協議

会（年間報告）となっております。 

1 年間の活動実績の報告よろしくお願い致します。 


