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メークアップ 2 名
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修正出席率 100.00％

蒲池芳明

会長

ロータリーは世界をつなぐをテーマに千葉憲哉ガ
バナ―が「職業奉仕こそがロータリーの神髄であるこ
と」真のロータリアンは職業奉仕を理解しなければな
らないのだと熱く語られ、2019～2020 年度がスター
トしました。
それまでに各クラブ会員１人１人に対す
るアンケートを集められ、「クラブ、リーダーシップ
プラン」に基づき、各クラブの活性化と元気なクラブ
になってほしいとアドバイスを受けました。
我が佐世保北ロータリークラブは会員皆様のおか
げで元気なクラブである事を確認する事ができまし
た。ただ、クラブの 3 年後～5 年の事を思い描くと、
もっと元気なクラブにするためには会員増強しかな
いと思うようになりました。佐世保市は国際色豊かな
地方都市であり日本国籍以外の方の入会もありかな
と考える事もありました。船津学会員増強委員会委員
長のアイデアもあり、他の委員会と合同開催すること
で委員会以外からの紹介もあり強力な会員増強につ
ながったのではと思います。おかげで本日を含めこれ
まで６人の方々に入会して頂く事ができました。新し
職業奉仕委員会
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《新年会長挨拶》
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席

率

83.33％

い会員の増加によりクラブでの輪がまた広がります。
その輪は友を呼び出会いの中から新しい活動が生み
出されます。
もっと魅力のある佐世保北ロータリーク
ラブに変わってくる事を期待しています。
印象に残った委員会では、小西研一職業奉仕委員会
委員長による、3 名の会員による私の職業奉仕につい
て説明していただき、それを理解し、会員がお互いに
考える時間をもつ事ができた事は素晴らしかったと
思います。とても成長を感じたのは奉仕プロジェクト
青少年委員会です。中川信次委員長と鐘ヶ江和重イン
ターアクト委員長のおかげで、佐世保高専インターア
クトクラブの中で会員に講演をしていただいた事で
す。マイクを通じて自分の職業について意見・発言を
行う事でクラブへの参加が積極的となり、その事が会
員一人ひとりのクラブ運営に携わっているという意
識が高まったと思いました。
これから後半には 4 月 11 日に仁川・松島との姉妹
締結があります。村上寅雄初代会長の頃、姉妹締結さ
れて 12 回目になります。当時締結への思いを深く感
じ、おもてなしと感謝の気持ちを持ってワンチームで
取り行いたいと思います。緒方信行国際奉仕委員長ど
うぞよろしくお願いします。
また、4 月 22 日には佐世保高等専門学校で薬物乱
用防止教室を開催の予定です。牧野博一奉仕プロジェ
クト社会奉仕委員会委員長は、私が薬剤師であるため
企画されたと思っております。ありがとうございます。
他にも地区補助金を活用した知的障害を抱える子
供達への水泳大会などの奉仕活動を予定しおります
ので、今年も会員の皆様のご支援・ご協力をよろしく
お願いします。簡単ではありますが、新年の会長挨拶
とさせていただきます。

ゲスト卓話

ガバナー補佐

岡田金助氏（HTB 佐世保 RC）

《会長挨拶》

2.来
蒲池芳明

信

会長
・国際ロータリー
ザ・ロータリアン 1 月号

新年あけましておめでとうございます。昨年は平成
から令和へと年号が変わり新天皇誕生を祝う即位の
礼を目にする事ができました。これからの日本がどの
ように変わるのか平和と希望を日本国民に示され、そ
してそれに対し日本国民は安心と期待感を誰もが感
じる事ができたと思いました。
そしてラグビーワールドカップが日本で開催され
日本国旗を背負う選手達を応援しました。昨年流行語
大賞ともなりましたが、彼らが残してくれた言葉に
「ワンチーム」があり、日本中の人々が選手達と共に
一つになった気がしてなりません。
彼らが残した言葉は他にも「恐れずにやるしかない」
「勝つためにここまでやってきた」
など色々と心に響
くものがありました。懸命にやる事をやった方だけが
言える言葉だとつくづく思いました。
今年は日本でオリンピックが開催されます。おもて
なしと感謝の心をもって皆様と応援したいと思いま
す。どんなドラマがあるか感動を楽しみにしましょう。
今年もどうぞよろしくお願いします。

《幹事報告》
村瀬高広

・ガバナー事務所
①ガバナー月信 1 月号
②バギオだより 1 月号 Vol.76
③第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会
追加登録促進のお願い
④Ｄ2740Ｒ財団委員会
補助金管理セミナーのご案内
日時：2 月 2 日（日）
13：00 受付
13：30～開会
15：30～セミナー終了予定
会場：東彼杵総合会館 大会議室
⑤第 2 回アンケート調査について（お願い）
（1 月 27 日例会で回答記入→提出お願いします）
⑥新会員セミナープログラム
・ガバナーエレクト事務所
次年度地区委員推薦のお願い・就任のお願い
2020 年~2021 年 地区社会奉仕委員会
委員 峯 徳秀会員へご推薦のお願い
・唐津東ＲＣ
メールアドレス変更のお知らせ(1 月 1 日より)
旧）k-east-rc@circus.ocn.ne.jp
新）k-east-rc@vcl.people-i-.ne.jp
・佐世保西 RC
事務局員交代について
現）松平こずえ → 新）正木和恵
（昨年 12 月末まで東南 RC 事務局員）

幹事
3.伝達事項
①本日皆さんのセルフ BOX へ後期の会費請求書を
入れておりますのでよろしくお願い致します。
②1/13（月）は祝日休会（成人の日）となっており
ます。次回例会は 1/20（月）委員会卓話職業奉
仕委員会です。よろしくお願い致します。

《今月の結婚祝い》
H.1.1.15 峯 徳秀・美津子夫妻

1.例会変更
ありません

《誕生祝い》
S.22.1.6 富田耕司君
S.31.1.2 小川寛君

S.20.1.2 古賀新二君
S.33.1.5 西沢寛君

《新入会員》
今月で・・・・・・・・・新入会員なんと 6 人目！！

ビと金針菜(きんしんさい)の炒め、カナダ産アヒルの
北京ダック、干しアワビのオイスターソース煮込み、
長崎和牛の豆鼓炒め、特製皿うどん、
季節のデザート、
餃子をサービスで追加しております。

《ニコニコボックス》
早田貴志

親睦活動委員

野口好太郎君
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名
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職業分類
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住
所
役
職
携帯電話
E-mail
推 薦 者

新入会員プロフィール
野口 好太郎（ノグチ コウタロウ）
2020 年 1 月 6 日
1980 年 3 月 17 日
ＡＢ型
清掃業
エスエムエルグループ株式会社
〒857－1152 佐世保市黒髪町 6510-115
電話 55-1151／ＦＡＸ 33-9008
代表取締役
070-2339-0317
smile18@wg7.so-net.ne.jp
村瀨高広君、八木順平君

《委員会報告》
親睦活動委員会
八木順平 委員長
１月 11 日(土)のクラブ安全祈願祭の内容変更と新
年会のメニューをご報告します。
11 日、11 時 30 分より春日神社にて、クラブ安全祈
願祭を行う予定でしたが、本日入会となりました、野
口会員が今年 40 歳で厄入りですので、厄入り祈願を
行いますので、皆様よろしくお願いします。
新年会のメニューは次の９品です。季節の前菜、中
華風鯛のまぜまぜ刺身、ふかひれスープ、オマールエ

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広幹事
新年、あけましておめでとうございます。今年もよ
ろしくお願い致します。
新年を会員の皆様と迎えられ
たことをお喜び申し上げます。
新入会員の野口好太郎さんの入会を心より歓迎致
します。会員の皆様、目標の 10 人入会まであと４人
です。よろしくお願い致します。
平石晃一君
新年明けましておめでとうございます。本年もよろし
くお願い致します。
富田耕司君
今日は誕生日で初例会、ニコニコします。
西沢 寛君
いつもお誕生祝い、ありがとうございます。
豊島揆一君 永田武義君 緒方信行君 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 松田信哉君
松永祐司君 近藤竜一君 松尾重巳君 公門新治君
田中幹人君 八木順平君 小西研一君 中川信次君
渥美大介君 村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君
鐘ヶ江和重君 松田亜由美君
本日は蒲池会長による新年会長挨拶となっており
ます。本日より蒲池年度も後半戦のスタートです。会
員皆で盛り上げて行きましょう。皆様、今年もよろし
くお願いします。
最後に野口会員入会おめでとうございます。紹介会

員二人が頼りないのであれば、他の先輩会員が快く相
談に乗ってくれますので、安心してロータリーライフ
を満喫してください。よろしくお願いします。

《新年会ニコニコボックス》
渥美大介

親睦活動委員

事務局 窪田明子君
野口会員、厄入りおめでとうございます。
本日の新年会、お世話になります。
会員の皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。

《厄入り祈願の様子》

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広幹事
今日は新年会です。今年、初めての会ですので皆様
で楽しみましょう！
野口好太郎会員の厄入りのお祝いですので皆様で
厄を持ち帰りましょう。
親睦活動委員会の皆さん準備ありがとうございま
す。お世話になります。
野口好太郎君
本日は、朝早くから厄入り祈願祭にお越しいただい
てありがとうございます。
また、この時間もたくさんの方にお越しいただいて
感謝しております。
平石晃一君 相良一三君 緒方信行君 古賀新二君
湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君
渡会祐二君 松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君
近藤竜一君 公門新治君 井上隆三君
明けましておめでとうございます。本日厄入り祈願
を終えられた野口好太郎会員おめでとうございます。
今日は佐世保北ロータリークラブの新年会です。み
んなで楽しいひと時を過ごしましょう。本年もよろし
くお願いします。
親睦活動委員会
八木順平君 永田武義君 松尾重巳君 三谷秀和君
田島慎君 鐘ヶ江和重君 小西研一君 渥美大介君
早田貴志君 永石浩一郎君 戸畑教幸君
皆様、明けましておめでとうございます。また、厄
入りを迎えられた野口好太郎会員おめでとうござい
ます。
今年も会員の皆様がロータリーライフを楽しんで
いただけるように親睦活動委員会一同お手伝いさせ
ていただきます。どうぞよろしくお願いします。

《新年会の様子》

新年会の合計 35,000 円
本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

委員 / 平石晃一

中島閏二

34,000 円

中川信次

（記事担当

累計 898,000 円
田島

慎）

