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出席 12 名

修正出席率 100.00％

《クラブ運営方針》
蒲池芳明

会長

改めまして自己紹介させていただきます。この度、
親睦と奉仕活動を重んじる伝統ある佐世保北ロータ
リークラブ第 36 代会長を拝命致しました蒲池芳明と
本日の例会

★納涼例会

親睦活動委員会

席

率

92.11％

申します。私の入会は 2008～2009 年の鳥越会長、緒
方幹事の時で平成 21 年 2 月でした。今年で 10 年目と
なります。
私は、第 7 代会長を務めていました森雄三郎の娘婿
でもありまして、初代会長の村上寅雄氏、第 3 代会長
の西沢茂氏のお二人から入会時より、よくお声をかけ
て頂いておりました。入会当初なかなか成長できない
でいる私に、
お二人はロータリー精神と親睦について
熱心にご教示くださいました。
今は亡きお二人のロータリーに対する思いと心を
今更ながら思い出し、この多大なる恩義に対して少し
でもお返しができればという思いをこめて、この一年
間会長としての役目をしっかり努める覚悟でおりま
す。皆様から愛された、前 森会長は今年 35 周年事
業を立派に成し遂げられました。私は 36 年目の会長
として、次に迎える 40 周年にむけた新たなスタート
を切る事になります。
さて、今年度の国際ロータリー会長であるマーク・
ダニエル・マローニー氏のテーマは、
「ロータリーは
世界を繋ぐ」です。最初の協調事項は、ロータリー
を成長させることです。
私たちの奉仕活動やプロジェ
クトのインパクトを成長させること。また最も重要な
のは、これからより多くのことを達成するために会
員を増やすことです。」と述べられました。現在、当
クラブの会員数は 44 名→41 名となり、そのような中、
私は会員を増やさなければならない義務を背負って
のスタートであると認識しております。
2740 地区の地区テーマは、「チャレンジしよう！
（変化・活性化・つながる・伝える）」です。そこで
本年度のクラブテーマは、
「ロータリーを通じて生ま
れる人との絆を大切に」と致しました。この言葉は
ロータリーがなければ出会うことがなかった皆様、職
次回例会

祝日休会

業上の機会、
私たちの支援を必要とする人たちとのつ
ながりをもたらしてくれます。人と人とのつながりを
通じて奉仕活動ができることは、ロータリーの大きな
魅力の一つです。会員の多様な考え方や経験は、革新
を促し、地域のニーズを見極める上で欠かせないもの
です。
また、初代村上会長は「①に親睦②に親睦③④がな
くて⑤に親睦」と述べられました。この言葉の真意を
私は、
「親睦とは、人との出会いを大切にして、人を
思う心を育み、人と会うことにより得る優しさ、思
いやりの心、人とうまく生きていく協調性を磨くも
のである。」と解釈しております。
今ではチャーターメンバー会員数より、その後に入
会された会員数が半数を超えるようになりました。今
まで先輩諸氏から学んだ事、チャーターメンバーのク
ラブ発足時の思いをしっかりと受け継ぎ、事業運営に
全力で取り組んでまいります。
これから村瀬幹事の時代がきっと来ます。つまり若
い世代が、佐世保北ロータリークラブを支えていく時
代を迎えるにあたり、それまでに新入会員を増やして
いく為の新たな取り組み、満足感や達成感をもつ事業
などを考えることが、私の使命であると思っておりま
す。また今年度は仁川・松島との姉妹締結式が予定さ
れています。
今回が記念事業としての締結式は最後と
なるかもしれませんが、
必ずや成功させたいと思って
います。
まとめとなりますが、今回佐世保北ロータリークラ
ブ会長を務めることになり、改めて会員の一員である
ことを自覚するようになりました。
これまで先人達に
学んだこと、
佐世保北ロータリークラブ発足時の精神
を心に刻み、
次世代へ自信を持って受け継いでいただ
けるような活動を行っていきたいと考えております。
皆様からのご指導やご鞭撻をお受けしながら、
少しず
つ成長してまいりますので、今後ともご協力の程よろ
しくお願いいたします。

６月 24 日の新旧会長幹事交代式におきましては
SAA．親睦活動委員会をはじめスタッフ、そして会員
の皆様のご協力のもと無事に終えることができまし
た。本当に有難うございました。
いよいよ本日より村瀬幹事とともにスタートをき
ることになります。ロータリの目的は、意義ある事業
を目的として奉仕の理念を推奨し、
これを育むことに
あるとされています。真実、公平、そして行為と友情
を深めることを十分に心得、個人として、日々、奉仕
の理念を実践して参りますので、今後ともご支援ご協
力のほどよろしくお願い致します。

《幹事報告》
村瀬高広 幹事

1. 例会変更
・ハウステンボス佐世保 RC
7 月 2 日（火）12：30～
ハウステンボス「トロティネ」
（レンブラント使用不可のため）
7 月 23 日（火）12：30～ → 18：30～
（創立 24 周年記念式典・祝賀例会のため）

《会長挨拶》
蒲池芳明

会長

2. 来

信

・公財）ロータリー米山記念奨学会
世話クラブ補助金送金のご案内
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 7 月号
・国際ロータリー
ザ・ロータリアン

7 月号

・国際ロータリー日本事務局
ＲＩ本部より為替レート方針変更のお知らせ

・2018～2019 年度ガバナー事務所
ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（お礼）
※7 月 1 日～8 月末日まで直前ガバナー事務所
として残務処理

《来訪ロータリアン》
◆佐世保ＲＣ

陣内純英 君

◆佐世保ＲＣ

松本祐明 君

・ガバナー事務所
① 公共イメージ委員会より新会員情報入力時の
お願い
② 地区名簿校正のお願い
③ ガバナー月信 7 月号
・佐世保工業高等専門学校
2019 年 7 月佐世保高専への教職員、学生派遣名簿
・厦門理工学院
厦門理工学院より感謝状
・公財）佐世保地域文化事業財団
アルカス SASEBO コンパス夏号
3. 伝達事項
①本日、クラブ現況活動計画・報告書、ポケッ
ト組織表、会費請求書をセルフ BOX へ入れてお
りますのでよろしくお願いします。
②7/8（月）16 時 20 分より佐世保高専 IAC 例会が
開催されます。卓話は小川寛会員です。
※メーキャップの対象になります。
③次回例会は 7/8（月）納涼例会・新入会員歓迎会
です。

《今月の誕生祝い》
S36.7. 1
S43.7. 5
S30.7.10
S24.7.23

峯 徳秀
松永祐司
湯口純二
森
豊

君
君
君
君

◆佐世保中央ＲＣ

会長

南部

建 君

◆佐世保中央ＲＣ

幹事

田中啓輔 君

◆佐世保東南ＲＣ

高比良 耕一 君

《新入会員プロフィール》
氏 名：渥美大介（アツミ ダイスケ）
入会日：2019 年 7 月 1 日
住 所：佐世保市八幡町 12-12 カドープレザン 201
TEL 080-6462-7405
生年月日 1975 年 10 月 12 日
職業分類 損害保険業
勤務先 （株）サン・ホールディングス
役職 取締役営業統括
勤務先住所 佐世保市松浦町 15-13 グリーンビル 201
TEL 0956-22-0864
E-mail. n-kda593326@lime.ocn.ne.jp
【推薦者】中野 雄一郎、蒲地芳明

《委員会報告》
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
牧野博一 委員長
・7 月 15 日 ビーチクリーンアップ参加の件
・7 月 3 日ウォーキング＆ゲームラリーの件

《新入会員》
渥美大介 君

ロータリー財団・米山記念奨学委員会
近藤竜一 委員長
2019～2020 年度
会長、幹事、米山記念奨学委員長セミナー
2019 年 6 月 23 日(日)
東彼杵町総合会館
参加者：蒲池会長、村瀬幹事、松田カウンセラー、
近藤委員長
1. ガバナー挨拶
千葉憲哉ガバナー
2. 米山記念奨学事業について
駒井英基
公益財団法人 米山記念奨学会理事
・2018 年 9 月 米山記念奨学会が公益団体の認定
を受けた
・総務省の監査を受け、理念、組織、資金の運用
高評価を受けた
・内閣府の紺綬褒章の申請ができる件。(資料は
事務局保管)
3. 2740 地区、米山の状況について
大家和義 地区米山記念奨学委員長
4. 当クラブ受け入れ留学生 レイチュンハイ君
立派に挨拶を遂げた件。
5. 松田会員、カウンセラーとしてレイチュンハイ君
のお世話を 3 年間行う件。
親睦活動委員会 八木順平 委員長
7 月 8 日（月）は納涼例会並びに新入会員歓迎会がと
りおこなわれます。

《ニコニコボックス》

関係者の方々にはご心配をおかけいたしました。
松尾重巳

親睦活動委員
小西研一君
おかげさまで昨日開催されましたサロマ湖ウルトラ
マラソン 100 キロの部、無事サブ 10(テン)で完走し
ました。今年度１年間、職業奉仕委員長としてその職
責を全うしていく所存ですので宜しくお願いします。
※サブ 10(サブテン)とは、ウルトラ 100ｋｍマラソン
を 10 時間以内に完走すること。

佐世保ＲＣ 陣内純英 君
佐世保ロータリークラブ所属、西海みずき信用組合の
陣内(じんのうち)と申します。初めて出席しました。
今後も時々うかがいたいと思います。よろしくお願い
致します。
佐世保中央ＲＣ
会長 南部 建君
幹事 田中啓輔君
はじめまして、今年度の佐世保中央ロータリークラブ
会長の南部建と、幹事の田中啓輔です。蒲池会長・村
瀬幹事、就任おめでとうございます。いよいよ船出の
日がやってきました。お互い切磋琢磨しながら、良い
クラブ運営に努めていきましょう。

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君
緒方信行君 宮原明夫君 峯 徳秀君 森
豊君
牧野博一君 渡会祐二君 松永祐司君 中川信次君
小川 寛君 近藤竜一君 公門新治君 田中幹人君
二ノ宮 健君
蒲池会長、藤井副会長、村瀬幹事、１年間の運営に期
待しております。是非、頑張っていただきたいと思い
ます。会員一同、盛り立ててまいります。蒲池会長の
「クラブ運営方針」謹んで拝聴します。佐世保ＲＣ陣
内純英様、松本祐明様、佐世保中央ＲＣ会長南部建様、
幹事田中啓輔様、佐世保東南ＲＣ高比良耕一様のご来
訪を歓迎致します。また、本日入会されました渥美大
介会員ようこそ佐世保北ＲＣへ、ロータリーライフを
楽しんでください。これからよろしくお願い致します。

佐世保東南ＲＣ 高比良 耕一君
本日は、よろしくお願いします。
蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
本日より新年度が始まります。会員の皆様１年間よろ
しくお願い致します。交代式では皆様、大変ありがと
うございました。渥美大介会員の入会を心より歓迎致
します。佐世保ＲＣ陣内純英様、松本祐明様、佐世保
中央ＲＣ会長南部建様、幹事田中啓輔様、佐世保東南
ＲＣ高比良耕一様のご来訪ありがとうございます。
渥美大介君
本日からお世話になります。よろしくお願いします。
松田信哉君
先週の中山さん、中野さん、小川一貴さんのさよなら
会に参加いただいた皆様ありがとうございました。
また、森直前会長はじめ、多くの会員の方から協賛を
いただきましたお蔭で、
ビッグなサプライズ企画も成
功させることが出来ました。皆様のご厚意に感謝申し
上げます。あと、私事ですが、胃の全摘手術で入院し
ていた義理の父北原健次郎も、本日無事退院すること
ができました。
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

委員 / 平石晃一

Ｓ.Ａ.Ａ
宮﨑有恒君 湯口純二君 緒方信行君 古賀新二君
船津 学君 松田亜由美君 井上隆三君
蒲池年度、第１回目の記念すべき例会を迎えました。
１年間、しっかり例会のお世話をさせていただきます。
色々なアイデアも実行していきます。第１弾は例会を
丸テーブルに変更しました。今後の取組みにもご期待
下さい。

親睦活動委員会
八木順平君 松尾重巳君 田島 慎君 茶村亜子君
鐘ヶ江和重君
佐世保ＲＣ陣内純英様、松本祐明様、佐世保中央ＲＣ
会長南部建様、幹事田中啓輔様、佐世保東南ＲＣ高比
良耕一様、ご来訪いただきありがとうございます。蒲
池新会長、藤井新副会長、村瀬新幹事、１年間の長丁
場ですがよろしくお願い致します。
今年度の親睦活動
委員会８名で一生懸命、
頑張って盛り上げていく所存
でございます。よろしくお願い致します。また、本日
入会されました渥美大介会員、歓迎致します。これで
親睦活動委員会は９名になります。会員の皆様、よろ
しくお願い致します。

本日の合計 45,000 円
中島閏二

森

豊

累計 94,000 円

中川信次（記事担当

田島

慎）

