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                                         例会日: 2019.07.29                      

Weekly Report 
「ロータリーを通じて生まれる人との絆を大切に」 

本日の例会 千葉憲哉ガバナー公式訪問例会       次回例会 第 1回クラブフォーラム（会員増強）会員増強委員会 

《第１回クラブ協議会》 

国際ロータリー2740 地区 第 6 グループ 

岡田金助ガバナー補佐 

佐世保北ＲＣクラブ協議会 ガバナー補佐所感 

 

2019～2020 年

度第 1 回クラブ

協議会でクラブ

現況と活動計画

について報告を

受けました。その

時間より先に、蒲

池会長、村瀬幹事、

近藤次期会長同席で事前打ち合わせをお願い致しま

した。会長挨拶、幹事さんからの簡単にクラブ現況に

ついてお話を伺いました。 

他のクラブにない独自の奉仕活動（佐世保高専と中

国厦門理工学院との交流事業支援することで、既に留

学生を受け入れてショートステイを実施された）。 

出席率 100 パーセント等々しっかりと自慢してい

ただきました。 

アンケート調査の結果についてお尋ねしました。回

答者の全員が、クラブに受け入れられていると感じて

いる。全員が毎週の例会を楽しんでいると回答してい

る。等々アンケート調査の結果からは問題ありません

との結果で、良いのではないかと感じています。但し、

RI 提唱の奉仕プロジェクトへ、積極的に参加するこ

とが重要なこととして捉えながら、現状に満足してい

ないと回答している。 

北ロータリークラブクラブの特徴的なこととして

地区からの奉仕プロジェクトでなくて、独自の視点で

プロジェクトを行っていると言うクラブの風土があ

ると感じています。 

創立からの歴史もあって、社会の中でリーダーシッ

プ的存在の先輩会員もいらっしゃいますが、世代間の

ギャップを越えて今の世代、次の世代へと自由に変化

に対応していける、人材豊富なクラブと実感しており

ます。 
最後に特筆すべきは財団寄付金、米山への寄付金の

多さでした。全会員が寄付して当然のことと捉えてい

るクラブなのでしょうか。委員会の構成もしっかりし

ています。それぞれの委員会を大切にしながら、職業

奉仕もありましたので良かったです。 
パスト会長がしっかりした豊富な経験者とお見受

けしました。 
北クラブさんの独特な雰囲気が若い人に受けてい

るのかもしれません。 
この人が言うことならば…云々と、一緒になって行

ってみますか。 
お世話になりました。もう一度はお邪魔できますで

しょうか。 
 

 

クラブ運営方針        蒲池芳明 会長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

クラブ概況          村瀬高広 幹事 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

峯 徳秀 クラブ管理運営委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

松永祐司 出席委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 
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【本  日】会員数 41名   出席 25 名  欠     席 3 名  出席規定免除会員（13）   出席 13 名     出 席 率  92.68％ 

【前々回】会員数 41 名   出席  27 名 メークアップ 2名    出席規定免除会員（12）   出席 6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 

 



渡会祐二 プログラム委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

八木順平 親睦活動委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

宮﨑有恒 S.A.A.長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

西沢 寛 公共イメージ・雑誌文献委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

田島 慎 IT 会報委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

松田信哉 ロータリー情報委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

宮原明夫 職業分類・会員選考委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

船津 学 会員増強委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

小西研一 職業奉仕委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

緒方信行 国際奉仕委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

近藤竜一 ロータリー財団・米山記念奨学委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

牧野博一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

中川信次 奉仕プロジェクト青少年委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

鐘ヶ江 和重 インターアクト委員長 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

予算・決算          富田耕司 会計 

(クラブ現況と活動報告書参照) 

 

 

《会長挨拶》 

               蒲池芳明 会長 

 本日は、岡田ガバナー補佐公式訪問です。佐世保北

R.C.会員一同心より歓迎申し上げます。第一回クラブ

協議会となっておりますので、どうかご指導のほどよ

ろしくお願いします。 
 さて、先週の 27、28 の両日において厦門理工学院

歓迎会にご出席いただいた会員の方々本当にありが

とうございました。また、ショートステイを受託して

いただいた近藤会員、矢木会員、松田会員にも心より

御礼申し上げます。会員の SNS を眺めておりますと、

松田会員はキャンプでの一夜を家族で楽しんでいる

様子が見受けられました。生徒さんにとっては、なか

なか経験することのない日本滞在での良い思い出と

なってくれたと思います。 

私の自宅にも二人の生徒さんをお迎えして、日本の

事、中国の事、風習について語り合うことができまし

た。私は毎朝、仏壇に水とお茶をお供えするのですが、

中国でも同様に、生徒さんの祖父母が同じことを行っ

ていると語ってくれました。中国の文化が日本に伝わ

り、それが風習に残っていることは考えるものがあっ

たように思います。なかでも、味の文化である日本の

料理はとてもおいしいと感心しておりました。 

今後も、佐世保北 R.C.が日中の心の架け橋になっ

てくれるであろうことに心から喜びを感じ、非常に嬉

しく思いました。 

 

 

《幹事報告》 

          村瀬高広 幹事 

1.例会変更     

 

佐世保西 RC 8 月 6日（木）12：30→18：30～ 

「セントラルホテル 2Fレストラン四季」 

（夜の例会・納涼会のため） 

8 月 13 日（火）休会（定款第 8条第 1節により 

 

2.来 信  

 

・ガバナー事務所 

①会員増強セミナー 

②「テキスト」持参のお願い・プログラム 

 日時：7月 28 日（日）14：00 開会～16：30 閉会 

会場：東彼杵総合会館 大会議室 

 

③奉仕プロジェクト並びに社会奉仕事業 

アンケートご協力依頼 

④2019～20 年度地区補助金 

決定通知 1,545 米ドル  

⑤会員数のお尋ねと月報報告様式 

 

・佐世保 RC 

クラブ現況、活動計画および報告書 

 

・佐世保南 RC 

クラブ現況、活動計画および報告書 



・ハウステンボス佐世保 RC 

クラブ現況、活動計画および報告書 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

佐世保音楽隊 ファミリーコンサート 

9 日時：9月 21 日（土）午後 2時～午後 4時（開場：

午後 1時）会場：アルカス SASEBO 大ホール 

 

3.伝達事項 

 

①本日、初盆のお知らせをセルフ BOX へ入れておりま

す。 

 

②8/5（月）次回例会は千葉憲哉ガバナー公式訪問と

なっております。全会員出席でお迎えしたいと思い

ます。また入会３年未満の会員の方は出席義務とな

っておりますので必ず出席をお願いいたします。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

ハウステンボス佐世保 RC  

第6グループガバナー補佐 岡田金助様 

（第 1 回クラブ協議会ガバナー補佐公式訪問） 

 

 
 

 

ハウステンボス佐世保 RC      幹事 杉山和宏君

 

 

 

 

 

 

 

 

ハウステンボス佐世保 RC 川副源太郎君 

 

ハウステンボス佐世保 RC 川﨑伸一君 

 

 

ハウステンボス佐世保 RC 増本恒彦君

 

 

有田 RC  岩尾慶一君 

 

 

 

《委員会報告》 

 

国際奉仕委員会                 緒方信行委員長 

7 月 22 日(月) 新旧国際奉仕委員会に参加の御礼。 

厦門理工学院生との懇親会参加の御礼。 

ホームステイ先会員への御礼。 

 

親睦活動委員会                 八木順平委員長 

夏の家族会景品募集のお願い。 夏の家族会のご案内。 

 

奉仕プロジェクト青少年委員会  中川信次委員長 

九州電力より75歳以上の方が住む世帯へ9月度の電

気料金が 1500 円割引になる 

『熱中症予防プラン』の紹介と加入依頼。 

 



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 46,000 円    累計 210,000 円 

 

会員増強委員会          船津学委員長 

7 月 28 日、東彼杵総合会館におきまして 2740 地区

の会員増強セミナーが開催されました。 

当クラブからは、村瀬幹事と私船津が参加いたしま

した。 

千葉ガバナーから「会員増強の新しいプラン」、佐藤

豊委員長から「会員増強の現状と成功のために」の内

容で講議がありました。千葉ガバナーは女性ロータリ

アンを増やそうという事を強く言われておりました。 

ロータリーも変化する中、会員増強と退会防止に力

を入れていかなくてはならないと感じました。今年度、

佐世保北ロータリークラブでは会員増強に力を入れ

て参ります。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾重巳 親睦活動委員 

 

国際ロータリー第 2740 地区 

第 6グループガバナー補佐 岡田金助君 

お世話になります。ガバナー補佐の岡田です。 
長時間になりますが、よろしくお願いします。 
 

ハウステンボス佐世保ＲＣ 

幹事 杉山和宏君 川副源太郎君 川崎伸一君 

増本恒彦君 

本日は、岡田金助ガバナー補佐の随行にてお伺いさ

せていただきました。 
北ＲＣの皆様よろしくお願いします。 
 

有田ＲＣ 岩尾慶一君 

お世話になります。早退致します。失礼致します。 
 
蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

ＲＩ第 2740 地区第６グループガバナー補佐岡田金

助様のご来訪心より歓迎致します。 

HTB 佐世保ＲＣ幹事杉山和宏様、川崎伸一様、川副

源太郎様、増本恒彦様、ご来訪ありがとうございます。

また、有田ＲＣ岩尾慶一様いつもご来訪ありがとうご

ざいます。 

厦門理工学院生歓迎会ご参加の皆様ありがとうござ

いました。とても楽しい会になりました。 

ショートステイにご協力いただきました蒲池会長、

近藤会員、松田亜由美会員、八木会員ありがとうござ

いました。 

昨日、東彼杵で開催された地区会員増強セミナーに

参加の船津委員長ありがとうございました。 

 

 

緒方信行君 

国際ロータリー第 2740 地区第６グループガバナー

補佐 岡田金助様のご来訪を心より歓迎申し上げます。

22 日開催の国際奉仕委員会にご参加の皆様、ありが

とうございました。 

厦門理工学院生との懇親会にご参加の皆様、ありが

とうございました。 

また、ホームステイを受けていただいた蒲池会長、

近藤会員、八木会員、松田亜由美会員には心より感謝

申し上げます。 

 

宮﨑有恒君 

本日お見えの岡田金助ガバナー補佐は、2009～2010

年度の私と同期の会長を務めました。 

その節は、大変お世話をさせていただきました！ 

ご来訪を歓迎すると同時に、今年度のご活躍を祈念致

します。 

 

松田信哉君 

岡田金助ガバナー補佐の訪問心から歓迎致します。

１年間よろしくお願いします。 

また、ハウステンボス佐世保ＲＣより、杉山幹事を

はじめ、川副様、川崎様、増本様のご来訪歓迎致しま

す。先週、新人の渥美会員と一緒にメーキャップに行

こうと計画していましたが、佐々木会員より創立記念

で例会変更になっているとお聞きしましたので行き

ませんでした。 

今度またメーキャップに行きますので、よろしくお

願いします。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 

古賀新二君 中島閏二君 湯口純二君 宮原明夫君 

峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 松永祐司君 

松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 船津 学君 

西沢 寛君 八木順平君 小西研一君 中川信次君 

井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君 

松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 

本日の第 2740 地区第６グループ岡田金助ガバナー補

佐のご来訪を心より歓迎申し上げます。 

ご同行の幹事杉山和宏様、川副源太郎様、川崎伸一

様、増本恒彦様ご来訪ありがとうございます。 

当クラブの今年度第１回クラブ協議会に際して貴重

なご意見をいただければ幸いです。よろしくお願い致

します。また、有田ロータリークラブ岩尾慶一様のご

来訪を歓迎致します。蒲池会長、藤井副会長、村瀬幹

事並びに各委員長の方々、クラブ運営方針、クラブ現

況報告の発表をよろしくお願いします。会員一同、拝

聴させていただきます。 


