
                                        第 1568 回 №37 

                                         例会日: 2019.6.10  

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 一年を回顧して 森 豊会長          次回例会 特別休会（夜 会長・幹事 交代式） 

《親睦活動について》 

      親睦活動委員会担当例会 

 会場、各テーブルの様子 
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【本  日】会員数 43 名  出席 26 名 欠     席 3 名  出席規定免除会員（14）  出席 7名     出 席 率 91.67％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  24 名 メークアップ 5 名   出席規定免除会員（14）  出席 8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 



 

 Ｂar 親睦 ＯＰＥＮ 

 

 

米山留学リー・チュン・ハイ君 

 

 

永田武義会員による世界大会の報告 

 

 

近藤竜一Ｓ.Ａ.Ａ長 

 

 

 

 

 

中野副会長による乾杯！ 

 

 

平石晃一出席委員長 

 

 

松田信哉幹事 

 

 

中川信次親睦活動委員 

 

 

 

 



松尾親睦活動委員長による森年度の振返り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《会長挨拶》 
                 森 豊 会長 

 

 

 

※森年度最後の挨拶 
 
今夜は親睦委員会による一年間親睦活動を発表のた

め例会スタート時からアルコールが入りました。 

永田会員のハンブルグ世界大会の報告と後先になり

ましたが支援金の授与。 

米山留学リー・チュン・ハイ君への 6月分の奨学金の

支給。 

六時半からＫＫＣによる今年度最後のカラオケ大会

と行事が重なっております。 

手短に挨拶ということで、何を話せば良いのかわかり

ません・・・・ 

 
 

《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

1. 例会変更  

 

伊万里西 RC 6 月 20 日（木）18：30～ 

伊万里迎賓館 2F「ロイヤル」（最終例会のため） 

佐世保西 RC 6 月 25 日（火）12：30→18：30～ 

「セントラルホテル佐世保・西海の間」 

（新旧役員交代式のため）   

 

2. 来 信  

 

・米山梅吉記念館 

創立 50 周年記念式典開催のご案内 

日 時：2019 年 9 月 14 日（土） 

14：00 開式（13：000 より受付） 

会 場：東レ総合研修センター（三島市） 

米山梅吉記念館 

記念式典：14：00～ 記念講演：15：00～17：30  

祝 賀 会：18：00～19：30 登録料 10,000 円 

 



・ロータリーの友事務所 

ロータリーの友 6 月号 

 

・国際ロータリー 

ザ・ロータリアン 6月号 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 ～2019 年 5 月末配信履歴 

 

・ガバナー事務所 

ロータリーの友編集部より情報提供のご依頼。 

8 月号にクラブの「同好会」「課外活動」を紹介し

ます。クラブが誇る同好会、課外活動があればガバ

ナー事務所までお知らせください 

 

・ガバナーエレクト事務所 

 米山奨学生研修旅行〔熊本〕のご案内  

（カウンセラー・奨学生宛） 

 日時：7月 14 日（日）～15 日（月） 

カウンセラー参加費：15,000 円（当日徴収） 

奨学生：無料 

 

・佐世保東ＲＣ 

 第 47 回佐世保市内 8ＲＣ親睦ゴルフ大会 

 お礼と決算報告 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部  

「令和元年度陸海空自衛隊合同コンサート」のご案内 

日 時：７月 20 日（土）  

第 1 回公演 13：00～15：00   

第 2 回公演 16：30～18：30 

場 所：長崎ブリックホール 大ホール 

 

・NPO 法人佐世保市海洋スポーツ協会  

佐世保海洋探検隊実行委員会 

「第８回佐世保海洋探検隊 in 高島」 

事業協力のお願い 

 日 時：8月 16 日（金）～8月 19 日（月） 

3 泊４日    

場 所：佐世保市高島町 

 

・佐世保市海の日協賛会 

 海をきれいに 

“ビーチ・クリーンアップ”への参加ご協力について 

 日 時：7月 15 日（月・祝）  

※雨天決行 荒天中止 集合 午前 8時 30 分 

各清掃地区 

 

・長崎県県民センター 

 令和元年度「ながさき県政出前講座」 

テーマの決定及びホームページ掲載について 

3.伝達事項 

 6 月 17 日（月）次回例会は「一年を回顧して」 

森 豊会長です。今年度最後の例会です。 

《委員会報告》 

 

北斗会 緒方信行会長 

6 月 8 日に佐世保 C.C.で開催されました。今年度最

後の取切戦優勝者は牧野博一君でした。 
 

 

 
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 6月号のご案内です。 

6 月はロータリー親睦活動月間です。 

広報することでロータリーの活動に共感が得られれ

ば、様々な奉仕プロジェクトへの理解や支援も得られ

ます。 

ロータリーの広報の役目は、共感してくれる仲間に、

思いを込めてプロポーズすることです。 

2019年規定審議会の報告はP16～P19をご参照くださ

い。 

米山梅吉記念館創立 50 周年記念事業ご寄付のお願い

について P23 をご確認ください。 

2018年3月31日に開催された国際ロータリー代2780

地区第 Iグループ IM 特別公演要旨についてもお目通

しください。 

 

 

 



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 32,000 円    累計 1,394,000 円 

《ＲＩニュース》 

 

定審議会ハイライト2019年規定審議会のハイライト 

多くの画期的な変更が導入された前回の審議会ほ

どではないとは言え、2019 年規定審議会でもロータ

リーの未来を形づくるいくつかの決定が行われまし

た。多くの画期的な変更が導入された前回の審議会ほ

どではないとは言え、2019 年規定審議会でもロータ

リーの未来を形づくるいくつかの決定が行われまし

た。これら重要な決定の一つに、ローターアクトクラ

ブの立場を高める案件がありました。この変更は、ロ

ーターアクトクラブが加盟できるようにするために

国際ロータリーの加盟の定義を広げるもので、RI か

らローターアクトクラブに提供されるサポートを増

やすとともに、ローターアクトの奉仕の力を高めるこ

とを目的としています。（詳しくは My Rotary を） 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員 

 

 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

ロータリーの世界大会に参加された永田会員お帰り

なさい。 

また、お土産もありがとうございました。 

先週の土曜日に、本年度最後の北斗会がありました。

会長賞は牧野会員が獲得しました。 

牧野会員おめでとうございました。 

また同日に親睦活動委員会及び打ち上げが行われま

した。親睦活動委員の皆様、一年間ありがとうござい

ました。また、今日の親睦会の段取りから準備に至る

まで、たいへんご苦労様でした。さらに、例会終了後

にはＫＫＣがあります。ご参加の皆様、最後まで盛り

上がってください。 

 

 

福田俊郎君 

令和元年、ＲＣも新しい年度です。 

今年の世界大会はドイツハンブルクで開催され、私は

80 歳で欠席しましたが、永田さん、毎年の世界大会

出席お疲れ様でした。 

色々なことを祝してニコニコします。 

 

永田武義君 

6 月 2 日、ドイツのハンブルグで開催されたロータリ

ークラブ国際大会に出席してきました。 

第 2740 地区からは福田金治ガバナー、野口清パスト

バナー、多久ロータリークラブの会長以下 10 名で大

会に臨んできました。 

いい勉強をしてきました。 

 

牧野博一君 

先日の北斗会、取切り戦で会長賞を頂きました。 

同伴メンバーとハンディキャップに恵まれたおかげ

です。大変ありがとうございました。 

 

親睦活動委員会 

八木順平君 東田賢二君 中川信次君 井上隆三君 

茶村亜子君 松尾重巳君 鐘ヶ江和重君 

本日はたくさんのご参加戴き、ありがとうございます。

「親睦活動委員会担当例会」として「Bar 親睦」をオ

ープンしております。 

親睦を深めながらごゆっくりとお楽しみいただき、

「梅雨から夏」に向けて鋭気を養って戴ければ幸いで

す。今年一年の事業もこれが最後です。 

親睦活動委員会で盛り上げてまいりますので宜しく

お願いします。 

 

事務局 窪田君 

先日の親睦活動委員会＆慰労会に出席させていただ

き、松尾委員長ありがとうございました。 

ご出席の皆さま、お世話になりました。 

本日もお世話になります‼ 

 

平石晃一君 富田耕司君 緒方信行君 古賀新二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 渡会祐二君 

小川一貴君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 

田島 慎君 西沢 寛君  

本日は、親睦活動委員会による担当例会となっていま

す。 

「一年間の活動を振り返って」と題して松尾委員長か

ら一年間の取り組み内容を発表していただきます。 

よろしくお願いします。 

 


