
                                        第 1585 回  № 16 

                                         例会日: 2019.11.25 

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 会員卓話 小西研一会員               次回例会 忘年家族会 親睦活動委員会  

《年次総会》 

峯 徳秀 指名委員長代行 

 

第 1 号議案 

2021〜2022 年度 クラブ会長選任の件 

峯徳秀指名委員長代行より『渡会祐二君を指名させて

頂く事に決定いたしました。』との報告があり、全員

の拍手で承認されました。 

 

◆2021〜2022 年度 会長ノミニー 渡会祐二君 

 

 

第 2 号議案 

2020〜2021 年度 クラブ役員・理事選任の件 

近藤竜一エレクトより発表がありました。 

 

◆2020〜2021 年度 役員・理事 

会  長  近藤竜一君 

副 会 長  峯 徳秀君 

幹  事  松尾重巳君 

会  計  平石晃一君 

直前会長  蒲池芳明君 

次期会長  渡会祐二君 

理  事  牧野博一君 

            松田信哉君 

二ノ宮健君 

松永祐司君 

田島 慎君 

公門新治君 

船津 学君 

八木順平君 

小西研一君 

 

（第 1回次年度理事会にて S.A.A.選出） 
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【本  日】   会員数  44 名    出席  28 名     欠     席   4 名    出席規定免除会員（12）   出席 9 名    出 席 率  90.24％ 

【前々回】   会員数  44 名    出席  30 名    メークアップ  2 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 

 

昨日 24 日ローマ法王フランシスコ教皇が長崎入り

し、「核兵器のない世界は可能であり必要だと確信し

ている」と核兵器廃絶と世界に向けた平和宣言を発信

されました。 

その来日のきっかけになったのは「焼き場に立つ少

年の写真」がきっかけとも聞いております。同日、私

と近藤竜一ロータリー財団米山記念奨学委員会委員

長はロータリー財団セミナーに出席しておりました。 

その時の記念講演は国際ロータリー第 3360 地区チ

ェンライロータリークラブパスト会長、原田義之氏の

話でした。この方は以前私共の佐世保北クラブにお見

えになられ、故松尾辰二郎さんを偲ぶ追悼例会でお話

していただいた方とわかりました。 

当日渡された「続編の輝く瞳に会いに行こう」を購

入する事になりましたが、その著書の一節に「私が生

きている間にチェンライロ―タリークラブの原田先

生を卓話にお呼びしたかった。みんなに講話を聴かせ

たかった無念だ」と重い言葉を残されたことが記載さ

れていました。 

原田義之さん故松尾辰二郎さんとはＦＢというバ

ーチャル世界で知り合い「輝く瞳に会いに行こう」大

分大会で初めて出会い、二人はその日一日千秋の思い

で待ち、対面し、互いに心を高振らせ、手を震わせて

強く握手を交わしたと綴られていました。 

その時が一度きりの出会いだったそうです。心を大

きく揺さぶられたり突き動かされたりして人は一つ

の言葉で生きる道が変わることもあります。現在も北

タイのアカ族の子供達への支援活動を行われていま

す。原田さんの心を動かすものが何か本人しか知るこ

とができませんが、奉仕活動に生涯を通して自分を駆

り立て喜びを感じることができたら幸せで充実した

人生を送れるだろうなと思いました。 

本日は年次総会となっています。最後までよろしく

お願いします。 

 
 
 

 

《幹事報告》 
           村瀬高広 幹事 

 

1.例会変更 

 

佐世保ＲＣ 

11 月 27 日（水）12：30～ 

→11 月 27 日（水）18：30～シネマボックス太陽

（従業員招待例会のため） 

 

佐世保東ＲＣ 

①12 月 19 日（木）12：30～ 

→12 月 21 日（土）18：30～ 

（クリスマス家族会のため） 

②12 月 26 日（木） 休会 

 （定款第 7条第 1節により） 

 

佐世保西ＲＣ  

①12 月 24 日（火）12：30→18：30～ 

（忘年家族会のため）  

 ②12 月 31 日（火）休会 

（定款第 7条第 1節により） 

 

佐世保中央ＲＣ 

①12月 12 日（木）18：30→ 

ハウステンボスウォーターマークホテル 

（忘年例会の為） 

 ②12 月 26 日（木）休会（定款第 7条第 1節により） 

 

佐世保東南ＲＣ 

①12月 11 日（水）12：30～ 

→ホテルオークラＪＲハウステンボス 

（12 階）パール（忘年会例会のため） 

 ②12 月 26 日（木）休会（定款第 7条第 1節により） 

             

2.来 信  

 

・国際ロータリー日本事務局 

  年次総会と「中間報告」について 

 

 



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 44,000 円    累計 679,000 円 

 

・ガバナーエレクト事務所 

①2020～21 年度 ガバナー補佐推薦の御礼 

  「2020～21 年度 ガバナー補佐 緒方信行君」 

 

②2020～21 年度  

地区セミナー・協議会日程のお知らせ   

・地区チーム研修セミナー 

2020 年 2月 23 日（日） 

・会長エレクト研修セミナー 

2020 年 3月 15 日（日） 

・地区委員会キックオフミーティング 

2020 年 4月 12 日（日） 

・地区研修・協議会 

2020 年 5月 17 日（日） 

※2020～2021 年度地区大会 

2020 年 10 月 23 日（金）～25日（日） 

 

3.伝達事項 

 

 ①本日、委員会半期報告用紙を各委員長へ配布いた

します。12 月 12日（木）締切でよろしくお願い

します。 

 

②11/30（土）は雲仙ＲＣにてレー・チュン・ハイ

君の出前卓話です。同行者：松田カウンセラー・

宮﨑会員、村瀬幹事・事務局 窪田 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

唐津ＲＣ                     徳川清隆 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

 

田島 慎 親睦活動委員 

 
 
唐津ＲＣ 徳川清隆君  
唐津ＲＣの徳川です。本日は例会にお伺いしました。

お世話になります。また、本年度地区インターアクト

委員会で活動させて頂いておりますが、先日、佐世保

高専インターアクトクラブへお伺いし例会へ参加し

ました。大変良い例会だったと思います。今後ともよ

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、年次総会です。峯徳秀指名委員長代行よろし

くお願い致します。国際ロータリー第 2740 地区イン

ターアクト委員長、唐津ＲＣ徳川清隆様のご来訪を心

より歓迎致します。いつも小川寛委員がお世話になっ

ております。先日は、楽しい時間を過ごすことが出来

ました。ありがとうございます。 

 

富田耕司君 

11 月 22 日、結婚記念のお花が届いて、夫婦ともすっ

かり忘れていてあせりました。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 緒方信行君 

宮﨑有恒君 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 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 村上英毅君 

戸畑教幸君 早田貴志君 二ノ宮 健君 

鐘ヶ江和重君 
 本日は年次総会です。次年度の幹事、役員が近藤エレ

クトより紹介されますので、どなたになるかわかりま

せんが、指名を受けた皆様は「はい、喜んでの精神」

で、１年間頑張りましょう。 
皆様よろしくお願いします。 


