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 【本  日】会員数 41 名   出席 27 名  欠     席 2 名  出席規定免除会員（12）   出席 6 名     出 席 率   94.29％ 

【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 10 名      修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2019～2020 年度 ＲＩ会長 / マーク・D・マローニー ガバナー/千葉憲哉 



 

 

 

《会長挨拶》 

               蒲池芳明 会長 

 

7/3 に第 22 回ウォーキング＆ゲームラリー大会の

実行委員会に宮原会員と牧野会員とともに出席しま

した。佐世保市障害福祉課、各関連する病院、障害を

お持ちの方々を支援する企業・団体が一つのテーブル

で業務の役割分担を確認する会議でした。支援を必要

とする人達、障害を抱える人達、そして地域の人達が

一つの共同作業でゲームを楽しむ事で、社会の一員で

あると仲間意識をもち、お互いを知る事で思いやりの

心を育てるのが目的であると思いました。また、目標

を持って決断する作業を見て、私はうれしくもあり、

若い人の頼もしさを実感しました。中山誠元会員はそ

の思いに強く感銘されたのか、今後も会議には参加し

たいとの思いがあったようです。しかし当日は欠席で

した。 

社会では、お互いを知ることで相手の求める事が理

解でき思いやる心が芽生えます。また、私たちの寄付

金の活用についても説明がありました。 
障害を持った方々が各作業所で行われている作業

の労働評価としての給与の一部として活用され支払

われていること。他にも支援事業所で行われるイベン

トにおいて、参加賞等に活用されているとの事でした。 
今後、皆さんへ寄付のお願いをすることがあると思い

ますが、その時はよろしくお願いします。 
私にとって今回の出席は「今の時代を共に生きる事」

を考える意味のあるものでした。 
 

《幹事報告》 

          村瀬高広 幹事 

 

 

1.来 信  

・国際ロータリー日本事務局 

  2019 年 7 月のロータリーレートのお知らせ  

1 ドル＝108 円 

 

・ガバナー事務所 

① ガバナー事務所開設のご案内 

所在地：〒854-0016 長崎県諫早市高城町

5-10 諫早商工会館 302 号 

TEL：0957-46-3096  FAX：0957-46-3097 

E-mail：ri2740chiba@eagle.ocn.ne.jp 

執務時間：9：00～17：00 

（月～金曜日 祝日を除く） 

事務局長：平田利之   事務局：宮田真由美 

② 日本のロータリー100 周年記念ピンバッジ頒

布についてご協力のお願い 

1 個 200 円 （会員の皆様全員のご購入ご協

力をよろしくお願い致します） 

③ 「第 18 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

日時：10 月 5 日（土）東京・市ヶ谷の日本棋

院本院 1階対局室  参加料：7,000 円 

④ 米山記念奨学生“出前卓話”ご利用のお願い 

⑤ 2019～2020 年度地区資金（前期分） 

送金のお願い 



IT 会報委員会 委員長 / 田島 慎   委員 / 平石 晃一  中島 閏二  森 豊  中川 信次（記事担当 田島 慎） 

本日の合計 33,000 円    累計 127,000 円 

⑥ My Rotary アカント登録率一覧表他 

⑦ 元RI会長ゲイリーC.K.ホァン管理委員長と懇

談の集い 

    

・長崎西 RC 

① インターアクト年次大会ご参加の皆様へ 

お願い 

② インターアクト地区委員へインターアクト 

年次大会のご案内  

期日：8月 3日（土）10 時開会   

会場：長崎ブリックホール 

 

・ハウステンボス佐世保 RC 

2019～2020 年度 佐世保市長表敬訪問プログラム 

と集合写真 

    

2.伝達事項 

①  結婚記念日お祝い品希望がまだの方はよろし

くお願い致します。 

② 7/10（水）18：30 よりホテルオークラ JR 

ハウステンボスにて市内 8RC 会長幹事会が開

催されます。 

③ 7/12（金）14：30 より諫早 L&L ホテルセンリ

ュウにてマイロータリーセミナーが開催され

ます。会長・幹事・西沢委員長・公門地区委員・

事務局で出席いたします。 

④ 18～19年度 第12回理事会議事録を皆さんに

配布しております。 

⑤ 7/15（月）は祝日休会です。次回例会は 7/22

（月）新入会員卓話 渥美大介会員です。 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員 

 

 

 

 

ＯＢ会員 志久達成君 

 永年の念願が叶い、晴れて伝統ある佐世保北ロータ

リークラブの会長就任おめでとうございます。蒲池会

長のもとに北クラブの益々のご発展を祈っておりま

す。追伸 男声合唱団「西海メンネル・コール」へも

よろしければ再入会をお待ち致しております。 

 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

本日は、納涼例会並びに新入会員歓迎会です。会員

の皆さんで、茶村亜子会員と渥美大介会員を大歓迎し

ましょう!!オウ ロウヨウさんとレイ チュンハイ

君を歓迎致します。 

 

茶村亜子君 渥美大介君 

 本日は、納涼例会並びに新入会員歓迎会ということ

で、このような会をお開きいただき誠にありがとうご

ざいます。よろしくお願い致します。 

 

平石晃一君 緒方信行君 宮﨑有恒君 古賀新二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 

松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 

船津 学君 中川信次君 井上隆三君 

二ノ宮 健君 松田亜由美君 
 新年度第 2 回目の本日の例会は恒例の納涼例会及

び新入会員歓迎会です。 

まだまだジメジメした日が続きそうですが、大いに飲

んでいただいて暑い夏に備えましょう。 

少し古めの新入会員の茶村亜子会員と直近の本当の

新入会員の渥美大介会員、改めて歓迎致します。 

自己紹介の大役がございますが、楽しんでください。

これからもどうぞよろしくお願いします。 

オウ ロウヨウさんとレイ チュンハイ君を歓迎し

ます。オウ ロウヨウさん、厦門の件ではお世話にな

りました。 

 

親睦活動委員会 

八木順平君 永田武義君 松尾重巳君 三谷秀和君 

田島 慎君 小西研一君 鐘ヶ江和重君  
 本日の納涼例会は親睦活動委員会の担当です。 

至らぬところもあるかもしれませんが、皆様、よろし

くお願い致します。 

新入会員の茶村会員、渥美会員は、本日主賓となりま

す。自己紹介よろしくお願いします。 

来週からは親睦活動委員会の一員として一生懸命に

働いてもらいますのでよろしくお願いします。 

 

事務局 窪田明子君 

本日の納涼例会お世話になります。 


