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【本

日】会員数 41 名

【前々回】会員数 41 名

出席 26 名
出席

24 名

席 2名

出席規定免除会員（13）

出席 8 名

出 席

メークアップ 4 名

欠

出席規定免除会員（13）

出席 9 名

修正出席率 100.00％

率 94.44％

《第１回クラブフォーラム》
会員増強委員会

船津

本日の例会

ゲスト卓話（佐世保市

学 委員長

企画部国際政策課 国際交流員 王 露瑶氏）

次回例会

会員卓話（峯 徳秀

会員）

事業縮小、クラブの活気の減退などを防ぐために、ま
た、
佐世保北ロータリークラブの伝統と継続事業を次
世代へ引き継いでいくためには、
マンパワーが必要不
可欠である。本年度の会員増強の最重要項目を『10
名増による会員 50 名体制』とし、会員増強活動を行
っていくという会員増強委員会による有意義な
《第１
回クラブフォーラム》でした。

《会長挨拶》
蒲池芳明 会長

みなさんご存じと思いますが、9 月 20 日から 11 月
2 日ラグビーワールドカップが開催いたします。昨日
の発表では、
日本チームは世界ランク９位と発表され
ました。
世界ランクについては毎週発表されると聞き
ました。是非応援したいと思います。
台風１０号で大変心配しておりましたが、
ご支援し
て頂いた皆様のおかげで 8 月 16 日佐世保海洋探検隊
開校式が予定通り執り行うことができました。
一般参
加者 18 名、高島分校から６名、佐世保高専から 23
名その他高島町内方々そして支援される方々私たち
佐世保市北ロータリークラブから宮﨑有恒 隊長をは
じめ奉仕プロジェクト青少年委員会中川信次委員長、
近藤次年度会長と出席致しました。
そしてインターア
クト委員会 鐘ヶ江和重委員長より見送り頂き大変感
謝申し上げます。
本日は閉校式が行われるため、SAA 宮﨑委員長、村
瀬幹事のお二人は本日欠席させていただきます。
出席
して感じたことは 3 泊 4 日のキャンプ体験を楽しみに
している子供たちの喜びがとても感じることができ
ました。
出席した子供達が体験をもって海を愛するこ
と、地域を愛すること、そして協調性を理解できる人
に育っていけるように願っています。
佐世保北ロータリークラブが青少年の育成に関わ
っていくことは改めて素晴らしい活動だと思いまし
た。
今後もご支援ご協力頂けるよう宜しくお願い致し
ます。
会員の減少による、
予算不足やマンパワー不足による

《幹事報告》
村瀬高広

幹事

・佐世保中央ＲＣ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動実績報告書」
3.伝達事項
① 8/22（木）18：30～より
グランドファーストイン佐世保にて理事会を
開催いたします。
② 8/25（日）11 時より東彼杵総合会館にて米山記
念奨学カウンセラー研修・奨学生出前卓話研修
が開催されます。松田カウンセラー レイ君よ
ろしくお願いします。
③ 8/26（月）次回例会はゲスト卓話
佐世保市 企画部国際政策課 国際交流員
王 露瑶 氏です。

1. 例会変更
《来訪ロータリアン》
佐世保西ＲＣ
8 月 20 日（火）12：30→18：30～
セントラルホテル 2Ｆ「レストラン四季」
（夜の例会のため）

佐世保中央ＲＣ
芥川圭一郎 君

2.来信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
① ハイライトよねやま Vol.233
② 米山月間資料送付先の確認
③ 奨学生レーチュンハイ君
出国届申請受付のお知らせ 9/1～9/23
目的：海外研修サポーターと帰国
滞在先：ベトナムのダナン市
④ 奨学生・学友証明書
・国際ロータリー日本事務局
配信履歴(～2019 年 7 月末)と
定款細則の翻訳状況
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 8 月号
・ガバナー事務所
① ガバナー月信 8 月号
② ガバナー月信送付数のお尋ね
・長崎西ＲＣ
国際ロータリー第 2740 地区
インターアクト年次大会終了の御礼
・佐世保東ＲＣ
「クラブ現況と活動計画書・前年度活動実績報告書」

《委員会報告》
社会奉仕委員会
牧野博一 委員長
ウォーキング＆ゲームラリー大会へのご協賛を
よろしくお願いします。
ロータリー情報委員会
松田信哉 委員長
本年度、最初のロータリー3 分間情報を行います。
ちなみに、今月と 10 月は私が、12 月と 2 月は富田
会員が、4 月と６月は渡会会員が 3 分間情報を全６
回行いますのでよろしくお願いします。
ロータリー情報委員会は、会員特に新入会員が、
ロータリーを十分に理解し、
ロータリー会員の特典
と責務を理解することを援助することを目的とし
ております。

第１回はロータリーのスポンサークラブについ
てお話ししたいと思います。
スポンサークラブとは、
新クラブの結成と設立後の活動において、支援やア
ドバイスを提供する既存のロータリークラブのこ
とです。
佐世保北ロータリークラブのスポンサークラブ
は佐世保南ロータリークラブです。また、佐世保北
ロータリークラブは佐世保中央ロータリークラブ
のスポンサークラブとなっております。
奉仕プロジェクト青少年委員会 中川信次 委員長
8 月 16 日（金）の佐世保海洋探検隊 in 高島の開
校式には蒲池会長をはじめご出席いただいた皆様
ありがとうございました。
台風の影響も心配されましたが、天候にも恵まれ、
本日までの予定で開催されております。
宮﨑実行委
員長は本日最終日まで高島滞在となっており本日
の例会は欠席です。
皆様のご協力、誠にありがとうございました。
会員増強委員会
船津 学 委員長
8 月 21 日（水）18：30 よりグランドファースト
イン佐世保にて、会員増強委員会と奉仕プロジェク
ト社会奉仕委員会の合同委員会を開催いたします。
盆休みをはさんでしまった為、
案内が急になってし
まい申し訳ございませんでした。
参加対象の皆様よろしくお願い致します。

《ニコニコボックス》
八木

順平

親睦活動委員長

佐世保中央ロータリークラブ 芥川圭一郎君
佐世保中央ロータリークラブの芥川です。メークアッ
プします。昨年度は、森前会長、松田前幹事、大変お
世話になりました。
IT 会報委員会 委員長 / 田島

慎

委員 / 平石

晃一

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
① 8 月 16 日から開催された、させぼ海洋探検隊 in
高島に来ていただいた、中川青少年委員長、近藤
ノミニー、鐘ヶ江インターアクト委員長ありがと
うございました。宮﨑実行委員長、本当にお疲れ
様でした。
② 本日の第１回クラブフォーラム、船津会員増強委
員長よろしくお願いします。
③ 佐世保中央ＲＣの芥川圭一郎様のご来訪、歓迎致
します。
福田俊郎君
今年も海洋スポーツ協会の夏のイベント
「させぼ海洋
探検隊 in 高島」は、子供達、地域の方々にも喜んで
いただきました。無事、ケガもなく終了しました。北
ロータリークラブのサポートも大変ありがとうござ
いました。
中川信次君
先日の例会で、昨年度のホームクラブ出席 100％の記
念品をいただきありがとうございました。
今年度も可
能な限りホームクラブへ出席したいと思います。
今後
ともよろしくお願い致します。
平石晃一君 永田武義君 緒方信行君 古賀新二君
湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 渡会祐二君
松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君
松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 田中幹人君
船津 学君 八木順平君 小西研一君 井上隆三君
茶村亜子君 渥美大介君 二ノ宮 健君
松田亜由美君 鐘ヶ江和重君
8 月 16 日から 8 月 19 日の 3 泊 4 日で行われました、
させぼ海洋探検隊 in 高島の運営、設営を実施されま
した、奉仕プロジェクト青少年委員会の中川委員長、
宮﨑実行委員長、そして委員会のメンバーの皆様、開
校式、閉校式に参加されたメンバーの皆様、本当にお
疲れ様でした。
そして差入れを沢山いただきありがとうございま
した。
福田先生が頼まれた餃子 150 個がお盆期間中に
天津包子舘で頼まれた数でナンバーワンでした。
本日の卓話は会員増強委員会の第１回クラブフォ
ーラムです。
船津委員長の熱い思いを皆で拝聴しまし
ょう。

本日の合計 34,000 円
中島 閏二

森 豊

中川

累計

287,000 円

信次（記事担当

田島

慎）

