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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２回クラブフォーラム       次回例会 第３回クラブ協議会（半期報告）村瀬高広幹事 

《忘年家族会》 

親睦活動委員会 

蒲地会長 挨拶 

 
村上新入会員が乾杯 

 

懇親会の様子 
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【本  日】   会員数  44 名    出席  24 名     欠     席   8 名    出席規定免除会員（12）   出席 6 名    出 席 率  84.21％ 

【前々回】   会員数  44 名    出席  28 名    メークアップ  4 名    出席規定免除会員（12）   出席 9 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 



 

 

 

近藤竜一会長エレクトよりご挨拶 

 

集合写真 

 
 

佐世保市長メッセージ 

本日は、佐世保北ロータリークラブ恒例の冬の忘年

クリスマス会が盛大に開催されますことを心からお

祝い申し上げます。また、あいにく公務のため、出席

できませんことをまずもって深くお詫び申し上げま

す。 
本年も残すところ僅かとなりましたが、佐世保北ロ

ータリークラブの皆様方には、日頃から様々な奉仕活

動を通し、本市のまちづくりの発展にご協力いただき

ましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。 
本日の冬の忘年クリスマス会のご盛会を祈念いた

しますとともに、蒲池会長様をはじめ、会員の皆様方

の本年のご功績をお労い申し上げます。 
令和元年十二月九日佐世保市長 

朝長則男 
 

 

《会長挨拶》 

                蒲池芳明 会長 

 

本日は冬のクリスマス家族会で短縮例会となりま

す。今年もあと 1回例会を残すだけとなりました。上

半期を振り返ってみますと、７月に渥美大介会員が入

会して以来、11 月には村上英毅会員、永石浩一郎会

員、早田貴志会員、戸畑教幸会員に入会いただきとて

も活発化したように感じます。入会による出会いから  

また人との広がりの輪を持つ事になります。 

マロニーＲＩ会長の今期のテーマであります。「ロ

ータリーは世界を繋ぐ」に相応しい佐世保北ロータリ

ークラブへの変身する姿が心強く感じております。 

今日はクリスマス家族会ですので会員の皆様にお

願いがございます。ロータリークラブは親睦と奉仕活

動が理念です。各々のパートナーに今夜は奉仕して下

さい。そして皆様と楽しく過ごしましょう。 

 
 
《幹事報告》 

           村瀬高広 幹事 

 



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 32,000 円    累計 753,000 円 

1.例会変更 

 

・佐世保ＲＣ 

12 月 25 日（水）、1月 1日（水）、1月 29 日（水）

休会（定款第 7条第 1節により） 

 

 ・佐世保東南ＲＣ 

1 月 1 日（水） 休会（定款第 7 条第 1 節により） 

1 月 15 日（水）しぐれ茶屋 12：30→19：00～ 

（新年長寿会のため）                

2.来 信  

 

・国際ロータリー日本事務局 

      配信履歴一覧 

 

・ガバナー事務所 

国際大会（ハワイ）について（ご連絡） 

国際大会開催日：2020 年 6 月 6日～10 日 

ハワイホノルル 

 「地区ナイト」開催 

  1. 大会登録料 450 ドル（12/15 迄） 

550 ドル（3/31 迄） 

650 ドル（4/1 以降） 

 2. 2020 年 6 月 9 日 場所未定・会費未定 

 

 ・佐世東南ＲＣ 

  事務局員変更のお知らせ 

新事務局員 山口順子（2020 年 1 月より） 

 

3.伝達事項 

 

 ①委員会半期報告用紙は 12 月 12 日（木）締切 

でよろしくお願いします。 

 

②12/16（月）次回例会は奉仕プロジェクト社会奉

仕・青少年・インターアクト委員会の第 2回クラ

ブフォーラム「ファシリテート」についてです。

地区より 3名のファシリテーター 

・地区社会奉仕委員長 

帯屋 徹 様（おびや とおる）大村ＲＣ 

・地区社会奉仕委員 

髙木義和 様（たかぎ よしかず）島原ＲＣ 

・地区基本理念委員 

矢野京子 様（やの きょうこ）諫早北ＲＣが

おみえになります 

※当日は通常例会での席ではなく設営を変更いた

します。 

 

③12/16(月)佐世保高専インターアクトクラブ例会

が 16：20 より開催されます。渥美大介会員の講話

となっております。 

《ニコニコボックス》 

小西研一親睦活動委員 

 
 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

今日は楽しみにしていた冬のクリスマス家族会で

す。皆様、美味しい料理を頂き楽しんでください。 

ゲストに日本を代表するアルパ奏者、小林知加さん

をお招きしての演奏会、大変楽しみです。準備をして

いただきました八木順平親睦活動委員長はじめ親睦

活動委員会の皆様、準備等ありがとうございました。 

本日はお世話になります。よろしくお願いします。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君 藤井良介君 

湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 

渡会祐二君 松田信哉君 二ノ宮健君 小川 寛君 

近藤竜一君 船津 学君 中川信次君 井上隆三君  

  本日は、クリスマス会です。今年も楽しい時間が過

ごせるものと思います。皆様と一緒に大いに楽しみま

しょう。 

親睦活動委員会の皆さん、お世話になります。 

 

親睦活動委員会 

八木順平 委員長 永田武義 副委員長  

松尾重巳 副委員長 鐘ヶ江和重君 小西研一君 

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  

本日は、年の瀬も近く慌ただしい中、総勢 47 名と

たくさん方にご参加いただきありがとうございます。 

本日の「冬のクリスマス会」で親睦を深め、また、

今回はフランス料理のフルコースと小林知加様を迎

えてのアルパ演奏会を開催します。皆様お楽しみ下

さい。 

最後に親睦活動委員会一丸となって盛り上げてま

いりますので、よろしくお願いします。 

 


