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「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 
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【本  日】会員数 43 名  出席 23 名 欠     席 6 名  出席規定免除会員（14）  出席 10 名     出 席 率   84.61％ 

【前々回】会員数 43 名  出席  28 名 メークアップ 1 名   出席規定免除会員（14）  出席 12 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 
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植樹の様子 

 

チーム４×４ 

 

クリスマス会 

 

新年祈願祭 

 

県北地区春季室内水泳記録会 

 
35 周年記念事業（城島高原ホテル） 

 



《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

 

1.例会変更    

北松浦 RC 7 月 2 日（火）休会 

（定款第 8条第 1節により） 

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  

・国際ロータリー 

2019 年 7 月クラブ請求書作成にあたってのお願い 

 

・国際ロータリー日本事務局 

US ドル口座閉鎖のお知らせ 

 

・ガバナーエレクト事務所 

 2019～20 年度 国際ロータリー第 2740 地区 

会員増強セミナー開催のご案内 

 日時：7月 28 日（日）14：00 開会～16：00 閉会 

 場所：東彼杵町総合会館 大会議室 

 

・佐世保・厦門市青少年交流協会 

 事務局移転のお知らせ 

副会長兼事務局長 円田 真 

 住所 〒859-3241 佐世保市有福町 203-1  

佐世保タクシー㈱内 

 TEL：27-3630  FAX：27-3839 

 E-mail sasebo-xiamen@blue-cab.jp 

  ※前任者の副会長兼事務局長 松本宏一は副会長

となります。 

     

 

3.伝達事項 

① 本日、第 11 回理事会議事録をセルフ BOX へ入れ

ております。 

 

② 6/20（木）18：30 より花のれんにて第 12 回理事

会を開催いたします。 

 

③ 6/23（日）14：00 より東彼杵総合会館にて 2019

～20 年度 クラブ米山記念奨学委員長セミナー

が開催されますのでよろしくお願いします。 

 

④ 6/24（月）は特別休会となっております。お間違 

いのないようお願い致します。 
 

⑤ 次回例会は 7/1（月）「クラブ運営方針」蒲池芳

明会長です。 

《来訪ロータリアン》 

 

 

 
 
 

《委員会報告》 

 

村瀬高広次年度幹事 

次年度各委員長の皆様、クラブ現況と活動計画書の原

稿の締め切りとなっております。本日中に提出をお願

い致します。 
 
35 周年記念委員会 緒方信行委員長 

アモイ理工学院への本の寄贈について厦門税関で没

収されたことを報告します。 

 

次年度ロータリー情報委員会 松田信哉委員長 

例会終了後、事務局にて第 2回ロータリー情報委員会

を開催します。 

 

ロータリー情報委員会 宮崎有恒委員長 

《3分間情報》 

今年度の年間出席率は、クラブ創立 35 年間で初めて

の 100％です。例会に出席することは、ロータリアン

の三大義務（会費の支払い、ロータリーの友を購読す

ると共に）のひとつです。引き続き、次年度もよろし

くお願いします。半期毎にメークアップを含む出席率

50％以上、ホームクラブ出席率 30％以上が必要とさ

れており、連続 4回以上ホームクラブを欠席した場合

は、会員身分を終結する場合があります。 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員 

 

佐世保中央ＲＣ 崎山信幸君 

中央ロータリークラブの崎山です。本日は、お世話に

なります。 

 

ＯＢ会員 宮地正博 様 

6月8日の北斗会で宮地さんが優勝されニコニコ預か

りました（代理三谷秀和君）。 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

崎山佐世保市議会議長、ようこそメークアップにお越

佐世保中央ＲＣ 

崎山 信幸 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 43,000 円    累計 1,437,000 円 

し頂きありがとうございます。とうとう、本年度最後

の例会を迎えました。昨年の 7月 2日の、会長による

クラブ運営方針演説から、本日の「1 年を回顧して」

まで計 38 回の例会を行ってきました。本来の例会数

は 40 回でしたが、昨年 7月 30 日の例会は台風で、今

年の3月4日の例会は村上初代会長のご逝去で休会と

なりました。本日まで例会出席率 100％の偉業を達成

出来ましたことは、皆様のご協力の賜物と感謝申し上

げます。また、S.A.A の皆様、親睦活動委員の皆様、

毎回の例会の運営ありがとうございました。また事務

局窪田さんには、幹事報告の準備から当日の例会の段

取りまで、本当にお世話になりました。さらに、例会

場を提供していただきましたセントラルホテル佐世

保のスタッフの皆様にも御礼申し上げます。本日の卓

話は、森会長の集大成です。皆様、ご静聴よろしくお

願いいたします。 

 

小川一貴君 中野雄一郎君 中山 誠君 

本日の例会で最後の北ＲＣ例会となりました。長い間

お世話になりました。 

 

渡会祐二君 

平成 30 年 11 月に、警視庁長官より暴力団追放功労賞

を授賞いたしました。北ＲＣの皆様にもたくさんのご

寄附をいただいた瀬戸越の暴力団事務所撤去事件が

追放運動に関わることになったきっかけです。これか

らも暴追運動に頑張っていきますので、どうぞよろし

くお願い致します。 

 

豊島揆一君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 

藤井良介君 緒方信行君 宮﨑有恒君 古賀新二君 

湯口純二君 峯 徳秀君 牧野博一君 蒲池芳明君 

渡会祐二君 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 小西研一君 

中川信次君 井上隆三君 茶村亜子君 鐘ヶ江和重君 

本日は、佐世保中央ロータリークラブから崎山信幸様

のご来訪誠にありがとうございます。また崎山様にお

かれましては、このたび今度の佐世保市議会の議長へ

のご就任誠におめでとうございます。また本日は、中

山 誠会員、中野雄一郎会員、小川一貴会員が最後の

例会となります。長い間、ありがとうございました。

さて、本日は、森会長年度の最後の例会となります。

森会長に「一年を回顧して」と題して卓話をいただき

ます。森会長、よろしくお願い致します。 

最後の例会となられる、中山誠会員、中野雄一郎会員、

小川一貴会員、長い間ありがとうございました。 

 

事務局 窪田明子君 

先日のＫＫＣでは大変お世話になりました。優勝して

しまいましたのでニコニコします。 

中山 誠会員 

 
 

 

 

中野 雄一郎会員 

 
 
 
 
小川 一貴会員 

 


