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【本

日】

会員数 44 名

出席

27 名

【前々回】

会員数 44 名

出席

26 名

5名

出席規定免除会員（12）

出席 10 名

出 席

メークアップ 6 名

欠

席

出席規定免除会員（12）

出席 10 名

修正出席率 100.00％

率 88.10％

《会員卓話》
小西研一 会員

佐世保市の不動産市況について

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

佐世保・島原ウルトラウォークラリーについて

《会長挨拶》
蒲池芳明 会長

今年最後の月となりました。
年末にかけ慌ただしい
日が続くことが予想されます。
佐世保北ＲＣグループ
ラインを見ておりますと、
レー君の雲仙での研修会で
の卓話、そしてお世話されている松田信哉会員、村瀬
高広幹事、
事務局の窪田さんの楽しい旅行記を拝見し
ました。大変お疲れ様でした。ありがとうございまし
た。
私は先週小佐々中学校で薬物乱用防止教室を行い
ました。この時期は学校行事も一段落して、年末試験
と冬休みを残すだけですので、
薬物乱用教室を希望さ
れることが多いです。
薬物乱用教室には、警察、税関、保護士会、NPO 法
人ダルク、ライオンズクラブ、薬剤師会などが関わっ
ています。
・警察の話は最近の薬物、入手ルート、検挙に至る

事例
・NPO 法人ダルクの話は体験談から立ち直る話
・薬剤師は大麻、覚せい剤、合成麻薬ＭＤＭＡ、
ＬＳＤ、シンナーなど身体への影響、女子生徒には
胎児への影響、
強い依存性など感心をもってもらう
よう話していきます
丁度その時期に沢尻エリカのニュースがあった事も
あり生徒達は聞き入っていました。
麻薬にはアッパー系→テンションが上がるもの、
ダ
ウナー系→気分を落ち着かせるものの二種類があり
ます。
「いずれも手を出したら引き返せない地獄が待
っていると言われるものです」
講演の後、生徒達の中で質問があり、驚いたのが生
徒の中に数名がエナジードリンクを飲んで試験勉強
していると話す子がいました。カフェインが１瓶に
160ｍｇ入っておりイギリスでは多量服用でカフェイ
ン中毒を起こし 14 歳の女子生徒が死亡したとの報告
があります。
今後は自分自身の身は自分で守る為に、薬教育、セ
ルフメディケーションを伝えていく必要を改めて感
じました。
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会委員長の
牧野博一会員においては佐世保高等専門学校での薬
物乱用防止教室を企画されるようですのでその時に
は会員の皆様のご協力の程よろしくお願いします。
本日は小西研一会員の卓話となっております。
楽し
く拝聴しましょう。

《幹事報告》
村瀬高広

幹事

1.例会変更
有田ＲＣ
・12 月 17 日（火）→12 月 15 日（日）17：45～
佐賀 文雅（クリスマス家族会のため）
・12 月 31 日（火）休会（定款第 7 条第 1 節により）
・1 月 7 日（火）12：30→18：30～
保名（新年初例会のため）

伊万里西ＲＣ
・12 月 12 日（木）18：30～伊万里迎賓館
3Ｆシンフォニー（家族会例会のため）
・12 月 26 日（木）休会（定款第 7 条第 1 節により）
・1 月 9 日（木）18:30～
海鮮丼「とろ作」
（新年会のため）
2.来

信

・国際ロータリー
ザ・ロータリアン 12 月号
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 12 月号
・ガバナー事務所
①ガバナー月信 12 月号
②2019～2020 年度新会員セミナー開催のご案内
日 時：1 月 19 日（日）13：00～16：00
会 場：東彼杵町総合会館 文化ホール
（東彼杵郡東彼杵町東彼杵郷 706-4
TEL：0957-46-0114）
該当者：3 年未満会員、会長・幹事、
会員増強委員、ロータリー情報委員、
関心のあるロータリアン
※セミナー参加者はメイクアップ対象とな
ります
③2019～2020 年度インターアクト後期指導者
研修会のご案内
テーマ「もっと知ろう！ロータリーの青少年
ファミリーについて」
日 時：2020 年 2 月 1 日（土）
受付 12：30 開会 13：00～閉会 16：30
会 場：東彼杵会館 大会議室
（東彼杵郡東彼杵町東彼杵郷 706-4
TEL：0957-46-0114）
④第 12 回全国ＲＹＬＡ研究会開催のご案内
日 時：2 月 9 日（日）10：00～15：50
場 所：西九州大学 佐賀キャンパス
登録料：ロータリアン 10,000 円
ＲＹＬＡ学友・ＲＹＬＡ学友
RYLAaian 5,000 円
⑤ロータリー財団セミナーのお礼
3.伝達事項
①委員会半期報告用紙は 12 月 12 日
（木）
締切です。
よろしくお願いします。
②12/9 次回例会は例会・忘年クリスマス会を開催
いたします。例会は短縮例会を行います。

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事
12 月第１回例会です。今年もあと 1 カ月です。風邪
などには気をつけて下さい。
今日の卓話は、小西研一会員の卓話です。どのような
お話しか大変楽しみです。
よろしくお願い致します。

《今月の結婚祝い》
S.55.12. 6 相良一三・由貴子 夫妻
H. 9.12.26 松永祐司・美幸 夫妻
《今月の誕生祝い》
S.28.12. 1 蒲池芳明 君
S.47.12.25 八木順平 君
S.42.12.20 鐘ヶ江和重 君
S.36.12. 8 村上英毅 君
S.36.12.23 永石浩一郎 君

《委員会報告》
親睦活動委員会
八木順平 委員長
本日 18 時 30 分より、天津包子舘シャンラーにて、委
員会を開催いたします。よろしくお願いします。
プログラム委員会
渡会祐二 委員長
12 月 10 日（火）18 時 30 分より「かつき」にてプロ
グラム委員会を開催いたします。
ご出席の皆様よろし
くお願いいたします。
北斗会
牧野博一 幹事
11 月 30 日の北斗会は、
「優勝」熊井さん、「2 位」宮
地さん、「3 位」田島さんでした。次回は来年 2 月に
予定。来年 3 月は 3 クラブ対抗戦です。
緒方信行君を励ます会
宮原明夫 発起人
令和 2 年 1 月 31 日（金）
「2020〜2021 年度 緒方信
行 RI2740 地区代グループガバナー補佐を励ます会」
をセントラルホテルで開催します。
万障お繰り合わせ
の上、参加をお願いいたします。

《ニコニコボックス》
茶村亜子

親睦活動委員

米山奨学生カウンセラー 松田信哉君
先週の土曜日は、雲仙ロータリーにてレー君の出前
卓話にカウンセラーとして同行いたしました。これ
でインターアクトも含めて全７回にわたる出前卓話
が全て終了いたしました。
同行していただきました、村瀬幹事、宮﨑会員、そ
れと事務局の窪田様ありがとうございました。
その後、日田峠のロープウェイと地獄巡り、雲仙ロ
ータリーの原田さんを囲んでの懇親会、翌日のイル
カウォッチングと、満喫した旅行を楽しむことがで
きました。
レー君にとっても一生の思い出となったことでしょ
う。小浜ちゃんぽんを食べた後の、村瀬幹事の温泉
の滑り台を滑る姿を写真に撮れなかったのが残念で
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 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 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
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 村上英毅君
戸畑教幸君 二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君
本日の卓話は、小西会員による「佐世保市の不動産市
況について」です。ものすごくわかりやすい内容です
ので、皆様楽しみに拝聴しましょう。
ＯＢ会員 熊井雅人君
先日の北斗会で優勝いたしました。
十数年ぶりにウマも当ったのでニコニコします。
あり
がとうございました。
事務局 窪田明子君
先日は、
雲仙ＲＣへ米山奨学生レーチュンハイ君の出
前卓話に同行させていただき、村瀬幹事、宮﨑会員、
松田カウンセラーには２日間大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。

本日の合計 42,000 円
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

累計 721,000 円
田島

慎）

