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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 ゲスト卓話 佐世保青年会議所理事長 木下貴之氏           次回例会 祝日休会（振替休日） 

《米山記念奨学生卓話》 

レー・チュンハイ君 
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【本  日】   会員数  40名    出席  24名     欠     席   4名    出席規定免除会員（12）   出席  10名    出 席 率  88.57％ 

【前々回】   会員数  40名    出席  25名    メークアップ  3名    出席規定免除会員（12）   出席   8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 

 
皆さんがくぎ付けとなった、ラグビーワールドカッ

プは、ベスト 8まで進みましたが、南アフリカに「26：

3」で残念ながら敗れてしまいました。しかし、これ

までのチームの戦いぶりは日本中に元気と感動を与

えたと思います。特に試合に勝つことよりも「ワンチ

ームになること」「努力した事と仲間を信じること」

などの多くの心に残るメッセージを残してくれた事

に私は感動しました。 



10 月 15 日には、職業奉仕について理解を深める勉

強会が小西宗十 OB 会員、桟獲 OB 会員の出席のもと開

催されました。職業奉仕の原点について出席者全員が

考える機会が設けられた事について小西委員長には

感謝したいと思います。勉強会の中では藤井良介副会

長、松永裕司会員、三谷秀和会員、各々の職業奉仕に

向けての取り組みを話していただきました。社員が１

つになって会社組織で職業奉仕を行う姿勢を学びま

した。出席者一同、色々な職業奉仕活動があることを

知ることができて、とても有意義な勉強会となったと

思います。佐世保北ロータリークラブ会員はいろいろ

な職種の方がいらっしゃいます。日常の業務が職業奉

仕に繋がることを改めて考えていきたいと思います。 

今後はラグビー日本チームに習い佐世保北ロータリ

ークラブもより一層「ワンチーム」で活動したいと思

います。 

 
 
《幹事報告》 

          村瀬高広 幹事 

 

 

1.例会変更 

・北松浦ＲＣ  

11 月 5 日（火）12：30～アリアケジャパン 

（職場訪問プログラムのため） 

 

・佐世保ＲＣ  

10 月 30 日（水）12：30～ 

→富士国際ホテル 1階  

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ  

11 月 26 日（火）12：30→18：30～新心花梨 

（夜例会のため） 

 

2.来  信  

・国際ロータリー日本事務局 

 配信履歴(～2019 年 9 月末) 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま Vol.235 

（皆さんのセルフＢＯＸへいれております） 

 

・ロータリーの友事務所  

ロータリーの友 10 月号 

 

・ガバナー事務所 

① 国際交流会について 

（米山奨学生 レー・チュンハイ君宛） 

日  時：11 月 8 日（金）4・5・6校時 

場  所：（12：30～14：50）鎮西学院高等学校  

② ロータリー財団セミナーのご案内 

日 時：11 月 24 日（日） 

12：30 受付 13：00 開会 16：30 閉会

場 所：東彼杵総合会館 

 

 ・地区大会事務局 

  11 月 9 日（土）青少年関係の 

タイムスケジュールについて 

    

3.伝達事項 

①第 2回理事会議事録を 

セルフＢＯＸへ入れております。 

②10/26（土）11：00～より 

海上自衛隊記念日式典・祝賀式が開催されます。 

③10/26（土）17 時より 

九十九島ベイサイドホテル&リゾートフラッグス

にて佐世保西ＲＣ創立 50 周年記念式典並びに祝

賀会が開催されます。 

 ④10/27（日）13：00 より 

東彼杵町教育センター大会議室に社会奉仕 

セミナーが開催されます。 

 ⑤10/23（水）～10/25（金） 

事務局お休みいたします。            

⑥10/28（月）例会はゲスト卓話  

一般社団法人佐世保青年会議所 

第 66 代理事長 木下貴之氏 

『不撓不屈～ともに地域を変え、地域を創る～ 

一般社団法人佐世保青年会議所第 66 代理事長と

して～』です。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

佐世保東 RC 

                        緒方大輔君 

 



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

本日の合計 31,000 円    累計 500,000 円 

《委員会報告》 

 

公共イメージ・雑誌文献委員会  西沢寛委員長 

ロータリーの友 10 月号のご紹介。 

 

ロータリー情報委員会 松田信哉 委員長 

今週土曜日は、本年度第 1回の家庭集会となっており

ます。永田会員、またお世話になります。雨天決行で

す会費の 3,000 円は当日徴収させていただきますの

でよろしくお願いいたします。時間は 18：00 からで

す。当日の移動手段に関しましては委員会では手配し

ませんので、各自、自家用車、若しくはタクシーで乗

り合っていただきますのでご了承よろしくお願いい

たします。 

なお、峯会員にタクシーを手配していただきますので

ご利用の方は直接お申し出下さい。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

国際奉仕委員会 八木順平 委員 

10月 23日より仁川松山ロータリークラブに3月ホー

ムステイ・4月姉妹締結の最終打ち合わせに 6人のメ

ンバーで行ってまいります！ 

豊島さんと会長より餞別までいただきありがとうご

ざいました！ 

 

インターアクト委員会 鐘ヶ江和重 委員長 

10 月 12 日開催の 2019〜2020 年度インターアクト前

期指導者研修会の報告。 

11 月 18 日インターアクト例会への参加お願い。 

 

北斗会 牧野博一幹事 

北斗会結果報告。優勝は中川信次君でした。 

 

 

《ニコニコボックス》 

三谷秀和 親睦活動委員 

  

 

佐世保東ＲＣ 緒方大輔君 

いつもお世話になっております。今日は父の代わりに

来ました。宜しくお願い致します。 

 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

①今日は、米山奨学生レーチュンハイ君の卓話です。

よろしくお願い致します。 

②先日の職業奉仕の勉強会お疲れ様でした。素晴らし

い会でした。小西委員長をはじめ委員会のメンバー

の皆様ありがとうございました。 

③35 周年記念誌良かったです。宮﨑さん、小西さん

ありがとうございました。 

④10月12日(土)に開催されたインターアクト前期指

導者研修会において、司会進行を務められた小川寛

ＩＡＣ地区委員、また研修に参加された宮﨑さん、

鐘ヶ江さんお疲れ様でした。 

⑤佐世保東ＲＣの緒方大輔様、ご来訪ありがとうござ

います。 

 

米山奨学生カウンセラー 松田信哉君 

今日は、レーチュンハイ君の出前卓話です。レー君

は、既に西ＲＣと平戸ＲＣで出前卓話を行いました。 

今日の卓話が終われば、来週の東ＲＣ、来月の北松

浦ＲＣ、最後に雲仙ＲＣの出前卓話と計 6 箇所のク

ラブで卓話を行います。その数は他の奨学生の中で

も群を抜いています。その間にも、地区大会に向け

ての行事が目白押しです。そんな大忙しのレー君を、

みんなで応援して下さい。 

 

中川信次君 

10 月 12 日に、台風 19 号の影響で強風が吹き荒れる

中開催された「北斗会」にて優勝しました。 

同伴者と日頃からご指導いただいている藤井先生の

おかげで優勝できました。ありがとうございます。 

馬券もゲットしたので、ニコニコします。 

 

茶村亜子君 

先日の結婚記念日の際には素敵なお花をありがとう

ございました。届いて、はっと思い出しました。 

お蔭で前から覚えていたかのように振る舞えたのも

皆さんのお蔭です。ありがとうございました。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 

富田耕司君 宮﨑有恒君 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 八木順平君 小西研一君 井上隆三君 

渥美大介君 鐘ヶ江和重君 

 本日の卓話は、米山奨学生、レーチュンハイ君による

「ベトナムという国の紹介と日本に留学する過程」と

題した卓話です。皆さんで拝聴しましょう。 

 


