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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 ガバナー補佐 岡田金助氏（HTB 佐世保 RC） 次回例会 第 3回クラブフォーラム 会員増強委員会 

《委員会卓話》 

職業奉仕委員会 小西研一 委員長 

 

 

 

 

佐世保市防災危機管理局主幹         里元雅志 氏 

 

 

 

 

佐世保市財務部次長兼市民税課長     吉崎康成 氏 
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【本  日】   会員数  45 名    出席  27 名     欠     席   6 名    出席規定免除会員（12）   出席 8 名    出 席 率  85.37％ 

【前々回】   会員数  44 名    出席  29 名    メークアップ  3 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

                蒲池芳明 会長 

 
今月は職業奉仕月間です。 小西研一職業奉仕委員

会委員長、本日はよろしくお願いします。 

1 月 18 日佐世保工業高等専門学校インターアクト

クラブとの玄海原子力発電所見学研修会、1 月 19 日 

新会員セミナーにご参加頂いた皆様ありがとうござ

いました。 

私は都合で1月18日しか参加できませんでしたが、

学生の皆さんと親睦を深める事ができました。企画し

ていただいた中川信次奉仕プロジェクト青少年委員

会委員長、鐘ヶ江インターアクト委員会委員長、色々

とお世話頂きありがとうございました。 

以前にも訪問した事があったのですが東日本大震

災による福島原発事故を教訓に国の安全基準が大幅

に厳しくなり、発電所構内の火災や周辺の森林火災の

延焼を防止する対策として幅 35ｍの防火帯を設置す

る等、二重・三重にわたる安全のため放水設置、海水

を取り込むための発電設備なども見受けられました。 

学生達の目にはどのように映ったかはわかりませ

んが、日本国のライフラインの一つである電気供給を

途絶えさせないよう責任にある業務体制とその訓練

設備をみてきっと将来の自分達の姿を見ていたよう

な気がしました。そして責任ある仕事をしたいという

希望も感じ取れました。 

私は同じ職業人としてすぐ２つの言葉が頭をよぎ

りました。 

１．みんなに公平か 

２．みんなのためになるかどうか 

私たちロータリアンだけでなく、この言葉が社会全体

にも浸透している事を感じとる事ができた心温まる

研修会になりました。会員の皆様と共にロータリーの

４つのテストの言葉を今後も大切にしたいと思いま

した。 

 
 
《幹事報告》 

           村瀬高広 幹事 

 

1.例会変更  

 

松浦ＲＣ 

2 月 5 日（水）12：30～→2月 1日（土）18：30～ 

サンパーク吉井 

（平戸・北松浦・松浦 3クラブ合同例会のため） 

 

 佐世保東南ＲＣ 

2 月 12 日（水）休会（定款第 7条第 1節により） 

 

ハウステンボス佐世保ＲＣ  

 2 月 11 日（火）休会 （定款第 7条第 1節により） 

 2 月 25 日（火）12：30→18：30～ 

ホテルヨーロッパ「吉翠亭」（夜例会のため） 

 



2.来 信  

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま vol.238 

(セルフＢＯＸへ入れております) 

 

・ロータリーの友事務所 

ロータリーの友 1 月号 

 

・国際ロータリー 

国際ロータリー人頭分担金請求書 

 

・国際ロータリー日本事務局 

①次年度クラブ役員報告のお願い・クラブ請求書 

スケジュールについて 

② 1 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円 

③職業奉仕月間 リソースのご案内 

 

・ガバナー事務所 

①国際ロータリー国際大会（ハワイ州ホノルル） 

日本人親善朝食会についてのお願い 

日時：6月 7日（日） 

シェラトン・ワイキ・キホテル ボール・ルーム 

開場（予定）午前 6時 15 分 

朝食会（予定）午前 6；45～8：15 

会費：8,000 円 

②基本理念セミナー開催について（ご案内） 

日時：2月 16 日（日）14 時より  

会場：ホテルマリターレ創世佐賀 

（佐賀市神野東 2丁目 5-15） 

TEL：0952-33-5511 

③米山記念奨学生レーチュンハイ君  

世話クラブ・カウンセラー継続のお願い 

 

・ガバナーエレクト事務所 

  2020～2021 年度地区 

「ガバナー補佐研修」「チームチーム研修セミナー」 

の開催について（ご案内） 

  日時：2月 23 日（日） 

ガバナー補佐研修 11：00～ 

地区研修セミナー14：30～ 

その後懇親会  

場所：割烹 清川（鹿島市大字高津原 3590 番地 

 TEL：0954-63-2231） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ  

   メールアドレス変更のお知らせ(1月1日より) 

   旧）htbs2740@m21.alpha-net.ne.jp   

新）info@htbsrc.com 

 

 

・佐世保・厦門市青少年交流協会  

会報「夢のとびら」の発送について 

 

3.伝達事項 

 

①1/23（木）18：30 より天津包子館にて 

次年度理事会を開催いたします。 

 

 ②1/26（日）12：30 より佐賀市ほほえみ館にて 

2019 学年度米山学友会「総会・交流会」が開催 

されます。松田カウンセラー、レーチュンハイ君 

よろしくお願いします。 

 

 ③1/27（月）例会はゲスト卓話 

岡田金助第 6グループガバナー補佐です。 

 

 

《委員会報告》 

 

ロータリー情報委員会     松田信哉 委員長 

昨日、新入会員セミナーに参加された新入会員の皆

様ご苦労様でした。 

本年度多くの新入会員が入会されたことを踏まえ、

新入会員に早めに例会に馴染んでもらうためにそれ

ぞれのカウンセラー会員と隣同士で座っていただく

ことにいたしました。 

ご理解とご協力をいただきましたＳＡＡの皆様あ

りがとうございました。 

また、2月 8日（土）に 3年未満の会員を対象とし

た家庭集会を行いますのでご参加よろしくお願いい

たします。 

KKC を 2 月 10 日(月)に行いますので出欠のご連絡

よろしくお願いいたします。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

 雲仙ＲＣ                       原田 徹 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   30,000 円    累計 928,000 円 

2020-2021 年度 RI テーマ 

「ロータリーは機会の扉を開く」＆テーマロゴ 

 

国際ロータリー会長

エレクトであるホルガ

ー・クナーク氏（ドイツ、

ヘルツォークトゥム・ラ

ウエンブルク・メルン・

ロータリークラブ所属）

が、1 月 20 日、サンデ

ィエゴ（米国カリフォル

ニア州）で開催中の国際協議会で講演し、人生や地域

社会を豊かにするためにロータリーが与える機会を

とらえるよう呼びかけました。 

 クナーク会長エレクトは、次期地区ガバナーに向け

て 2020-21 年度会長テーマ「ロータリーは機会の扉を

開く」を発表。ロータリーとは、クラブに入会すると

いうだけでなく、「無限の機会への招待」であるとク

ナーク氏は述べました。 

 7 月 1 日に会長に就任するクナーク氏は、奉仕プロ

ジェクトを通じて会員自身や受益者の人生をより豊

かにするための道を開くのがロータリーであると力

説しました。 

詳しくは My Rotary をご覧下さい。 

 

  

《ニコニコボックス》 

渥美大介 親睦活動委員 

 

 

雲仙ＲＣ 原田 徹君 

本日は、よろ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 今日の卓話は「佐世保市の災害対策の現状と課題

について」です。佐世保市より、防災危機管理局

主幹：里元雅志様、財務部次長兼市民税課長：吉

崎康成様にお越しいただいています。 

よろしくお願い致します。 

② １月 18 日(土)のインターアクト委員会の玄海原

子力発電所見学研修会に参加の皆様お疲れ様で

した。 

中川信次会員ありがとうございました。 

③ 昨日の新会員セミナーに参加の皆様お疲れ様で

した。その後開催された懇親会も盛り上がりまし

た。ありがとうございました。 

 

平石晃一君 

１月 18 日、インターアクト委員会(鐘ヶ江委員長)

主催の佐世保高専インターアクトクラブ(玄海原子力

発電所見学研修会)に参加の高専の生徒達、ロータリ

ー会員の皆様お疲れ様でした。 

大変、有意義な研修会でした。また、クラブ会員で

ある九州電力の中川会員には、今回の研修会多大なご

協力とお世話ありがとうございました。 

また、昨日の 2740 地区の新会員セミナーに参加の

皆さん大変お疲れ様でした。ロータリーの原点をしっ

かり勉強されたことと思います。これからの長いロー

タリーライフを、佐世保北ロータリークラブ会員であ

ることを自覚し、自分の為、みんなの為、クラブの為

に楽しみながら過ごして下さい。 
 

富田耕司君 

新会員セミナー出席の皆様、お世話になりました。 

 
職業奉仕委員会 小西研一 委員長 

本日は、職業奉仕委員会による委員会卓話です。佐

世保市防災危機管理局主幹の里元雅志様、佐世保市財

務部次長兼市民税課長の吉崎康成様、お忙しい中ご来

訪頂き、誠にありがとうございます。 

佐世保市の災害対策についての卓話、しっかり拝聴

させて頂きます。 

 

永田武義君 緒方信行君 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 八木順平君 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 

二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 
  本日の卓話は、佐世保市防災危機管理局主幹の里元

雅志様、佐世保市財務部次長兼市民税課長の吉崎康成

様による佐世保市の災害対策についてのお話しです。 
暮らしている地域、会社はどうなのか？考えながら

拝聴しましょう。 
 


