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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 第１回クラブフォーラム（会員増強）会員増強委員会  次回例会 ゲスト卓話（佐世保市 王 露瑶氏） 

《公式訪問卓話》 

 

国際ロータリー第 2740 地区 

ガバナー 千葉憲哉 様（諫早北ＲＣ） 
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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 9名     出 席 率  91.89％ 

【前々回】会員数 41 名   出席  26 名 メークアップ 2名    出席規定免除会員（13）   出席 11 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 

 

 

インターアクト年次大会 大会テーマ「ともに生き

る」に出席しました。 

詳細については鐘ヶ江和重インターアクト委員長

が話されると思いますが、私の心に強く残るものを感

じました。それは、国境なき医師団日本前会長黒崎伸

子先生の決意と行動であります。 

国境なき医師団は、独立性・中立性・公平性を誓い

世界 75 カ国の地域で繰り広げられる命を支える人道

援助です。自然災害などの緊急事態が世界のどこかで

起きても対応できるよう４８時間以内つまり２日以

内に現地に到着できるよう常に準備しています。 

黒崎先生は、長崎大学病院第一外科講師の時、国境

なき医師団の募集ポスターを見て何か心を掻き立て

るものがあったのか当時教授にお願いして退職し、

2001 年より国境なき医師団に参加し、スリランカ、

リベリア、ソマリア、シリアなどの紛争地区に派遣で

外科医として従事されました。その中で悲惨な状況や

助けることができない命に接した状態を切々と語ら

れることを聞いてインターアクトの生徒たちがどの

ような気持ちで聞いていたのか。生きることが当たり

前の世界で大きな衝撃ではなかったのかと思いまし

た。すると 3人の生徒が質問していました。きっと彼

らの心の中で残るものがあったと思います。 

私はこの大会が、インターアクトの生徒達に大きな

世界観を持って他人への思いやり、他人に尽くすこと

を学ぶことができたいい機会であったと思います。ま

た若い時でなければ解決出来ないこと、社会へ貢献す

ることを考えるいい機会だったと思います。 

 

 

《幹事報告》 

          村瀬高広 幹事 

 

 

1.例会変更     

ありません 

 

2.来信  

・国際ロータリー日本事務局 

① 2019～2020 年度版  

寄付・認証ロータリークラブの手引き 

ダウンロード→ https://goo.gl/7LTNWP  の

お知らせ 

② 「財団室ＮＥＷＳ8月号」 

③ ロータリーレート 1 ドル＝108 円 

 

・ガバナー事務所 

① 基本理念・クラブ管理運営合同セミナー開催

について 

日時：9月 7日（土）13時より   

会場：武雄センチュリーホテル  

ＴＥＬ0954-22-2200  

12 時 30 分受付開始  13 時～17 時  



② 米山記念奨学カウンセラー研修・奨学生 

出前卓話研修のご案内 

日時：8月 25 日（日）11時 00 分   

会場：東彼杵総合会館 TEL 0957-46-0114 

③ 事務所休業のお知らせ 

8 月 10 日（土）～8月 18 日（日） 

④ My Rotary アカント登録率一覧表および

Rotary Club Central 目標入力一覧表 

 

・伊万里ＲＣ 

通常例会開催曜日変更のお知らせ 

日時：（旧）毎週水曜日 12：30 点鐘 

（9 月 25 日（水）迄）（ 

（新）毎週月曜日 12：30 点鐘 

 （10 月 7 日（月）開始） 

場所：ロイヤルチェスター伊万里  

※例会場については変更ありません。 

 

3.伝達事項 

① 本日 18：30～より 

グランドファーストイン佐世保にて 

千葉ガバナー公式訪問歓迎会を開催いたします

のでよろしくお願い致します。 

②8/12（月）は祝日休会となっております。 

次回例会は 8/19 日（月） 

第 1 回クラブフォーラム会員増強委員会です。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

国際ロータリー第 2740 地区 

ガバナー 千葉憲哉 様（諫早北ＲＣ） 

 

 第 6 グループガバナー補佐 岡田金助 様 

（ハウステンボス佐世保ＲＣ） 

 

 地区幹事  大石竜基 様（諫早北ＲＣ） 

 

 

 

 タイ王国 バンコクスリウォンＲＣ  

入江英也 君 

 

 

 

《委員会報告》 

 

職業奉仕委員会  小西研一 委員長 

 8 月 9 日(金)18:30 より、グランドファーストイン

佐世保にて、第２回職業奉仕委員会を開催致します。 

メンバーの方は出席をお願いします。 

 

インターアクト委員会  鐘ヶ江和重 委員長 

 8 月 3 日(土)に開催された、ＲＩ第 2740 地区 2019

～2020 年度インターアクト年次大会出席報告 

 今年度の大会テーマは「ともに生きる」、出席者は、

蒲池会長、宮﨑会員、近藤会員、中川会員、佐世保

高専の森下先生及び鐘ヶ江の計 6人で出席。 

10 時に開会し、冒頭、千葉ガバナーの挨拶、長崎

市の田上市長からの来賓挨拶、ホスト校である海星

高等学校武川校長の挨拶がありました。 

 今年度は、地区の対象校22校の内、11校が出席し、

佐世保高専のインターアクトクラブは、試験中のた

め欠席でした。 

 11 時からは基調講演として、講師に国境なき医師

団日本前会長：黒崎伸子様をお迎えし、演題「生き

ることをあたりまえの世界に～人道援助の壁～」に

ついてお話を聞きました。 

2001 年から国境なき医師団に参加して、スリラン

カ、リベリア、ソマリア、シリアなど、計 11 回の

派遣で、外科医として勤務した経験等について語っ

ていただきました。 

 国境なき医師団への日本からの派遣は全体に占め

る割合が低いこと、アフリカ地域はフランスの植民

地であったこともあり、英語だけではなく、フラン

ス語も話せないと派遣者としては認めてもらえな

いこと、また、紛争地域での継続した医療活動、資

材・環境の確保の難しさ等について、インターアク

トクラブの学生向けに熱心に語りかけていました。 

 12 時からは、蒲池会長に昼食をご馳走になりまし

た。ありがとうございました。 

 最初は、てっきり鰻を食べるものとばかり思ってい

たので、いつまでたっても鰻が出てこないので、な

ぜ鰻が出てこないのかと尋ねたら、ここは中華屋だ

と言われて初めて気づきました。 



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 43,000 円    累計 253,000 円 

 
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 43,000 円    累計 253,000 円 

 

 14 時からは、各分科会毎に課題が設定され、第１

分科会「海洋ゴミ問題について」、第２分科会「車

椅子体験」、第３分科会「ＳＮＳ関係(ネット依存の

現状と課題)」について、インターアクトクラブの

会員同士で、各課題について活発な討議が行われて

いました。 

 そして 15:30 の分科会終了後に皆さまと一緒に佐

世保に帰宅しました。 

  

 北斗会 緒方信行 副幹事 

 第１回北斗会のご案内、１回目を 8月 31 日(土)佐

世保カントリー倶楽部(石盛岳コース)で実施、第

22 回目は、当初 10 月 26 日(土)の予定でしたが、

10 月 12 日(土)に変更して実施予定 

 

 

《ニコニコボックス》 

八木 順平 親睦活動委員長 

 
 

国際ロータリー第 2740 地区 

ガバナー 千葉憲哉君 

千葉憲哉ガバナー公式訪問に際し、ニコニコをたく

さんいただきました。 
 

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  

地区幹事 大石竜基君 

千葉ガバナーの随行で参りました。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 

本日はＲＩ第 2740 地区千葉憲哉ガバナーの公式訪

問例会です。よろしくお願い致します。 

千葉憲哉ガバナー、岡田金助ガバナー補佐、大石竜

基地区幹事のご来訪を心より歓迎致します。 

タイ王国バンコク、スリウォンＲＣの入江英也様の

ご来訪心より歓迎致します。 

８月３日(土)に開催されたインターアクト年次大

会にご出席の皆様、お疲れ様でした。 

宮﨑有恒君 中川信次君 

  8 月 3 日、長崎でのインターアクト年次大会では、

蒲池会長より昼食は中華をご馳走になり、佐世保高

専インターアクトクラブが欠席という理由で、いつ

ものようにアルコールを大量に摂取し、その後の記

憶はなくなりました。 

鐘ヶ江インターアクト委員長、車の運転お疲れ様で

した。 

 

福田俊郎君   平石晃一君   永田武義君 

富田耕司君   緒方信行君   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 

三谷秀和君   松田信哉君   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     公門新治君 

船津 学君   八木順平君   鐘ヶ江和重君 

小西研一君     渥美大介君 
本日は千葉ガバナー、そして岡田金助様、大石竜基

様、我が佐世保北ロータリークラブにご来訪いただ

き誠にありがとうございます。 
皆、心して拝聴致します。よろしくお願いします。 
 

 

千葉憲哉ガバナー歓迎会の様子 

 

 


