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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  新入会員卓話（永石浩一郎会員・村上英毅会員）           次回例会 祝日休会（振替休日） 

《ゲスト卓話》 

佐世保市長 朝長則男 氏 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

 会長/蒲池芳明  幹事/村瀬高広   例会場/佐世保市上京町 3 番 2 号   セントラルホテル佐世保（毎週月曜日） 

 創立/1984.4.16  認証/1984.5.14  事務局/佐世保市京坪町 2番 3 号   Ｎビル 3 階 TEL 0956-22-7144  FAX 0956-22-1201 

E－mail office@sasebonorth.org  Web http://www.sasebonorth.org 

  

【本  日】   会員数  45 名    出席  26 名     欠     席   7 名    出席規定免除会員（12）   出席 8 名    出 席 率  82.93％ 

【前々回】   会員数  45 名    出席  25 名    メークアップ  8 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 

 
2 月 8 日第 2 回家庭集会に参加させて頂きました。

会場を提供していただいた永田武義会員いつもあり

がとうございます。お世話になりました。また、家庭

集会を企画されたロータリー情報委員会松田信哉委

員長を初め委員会の皆様、おいしい料理を作っていた

だいた村瀬高広幹事、八木親睦委員長、茶村亜子会員

また何より富田耕司会員からおにぎりと玉子焼きの

さし入れもあって、なごやかにおいしい食事をいただ

く事ができました。皆様のご協力ほんとうにありがと

うございました。 

ロータリーの基礎知識として峯徳秀クラブ管理運

営委員長のわかりやすい説得力ある口調で皆様はと

ても理解できたと思います。通常は知る事ができない

ロータリーの本音、懇親会の場でしか味わえない人と

なり、参加する事でおたがいを理解し合えたと思いま

す。各々の会員が毎日の業務を懸命に取り組む事で職

業奉仕に繋がっている事を改めて考える事ができま

した。私が思ったのは 1人 1人が語ってくれたロータ

リーへの思いを皆様と共有できた事、大切な時間を皆

様と有意義に過ごす事ができた事、どれも素敵な思い

出です。佐世保北 RC はこの様な機会をもてる素晴ら

しいクラブです。今後もいろいろな活動が予定されて



いますのでクラブの一員として自分自身を磨く場と

して御参加して頂く事を願っています。 

本日は佐世保北ロータリークラブの名誉会員であ

ります、朝長則男佐世保市長の卓話となっております。

皆様楽しみに拝聴いたしましょう。 

 
 
《幹事報告》 

          公門新治 副幹事 

 

1.例会変更    

 

・佐世保ＲＣ   

2 月 12 日（水）12：30～ 富士国際ホテル 2階 

 

2.来 信  

 

・ロータリーの友事務所 

2020～2021 年度「ロータリー手帳」 

お買い上げのお願い。（１部 600 円+消費税） 

※本日、回覧いたしますのでご希望の方は名簿に 

〇をお願い致します。 

 

・ガバナー事務所 

  「2020～2021 年度ロータリー財団 

地区補助金申請書」について 

(申請締め切り 2020 年 4 月末日厳守) 

 

・ガバナーエレクト事務所 

  ・2020～2021 年度 会長エレクト研修セミナー 

（PETS）開催について（ご案内） 

      ※ 緒方次年度ガバナー補佐 

近藤会長エレクト宛 

   日  時：2020 年 3 月 15 日（日） 

登録受付：12：30 

点  鐘：13：30   

懇 親 会：17：00 

   場   所：割烹 清川  

〒849-1311 鹿島市大字高津原 3590 番地 

TEL：0954-63-2231 

 ・国際ロータリー 

第 2740 地区 花島光喜ガバナーエレクト 

  ホルガークナークＲＩ会長より 

2020～2021 年度テーマ発表のお知らせ  

  2020～2021 年度 テーマ 

『ロータリーは機会の扉を開く』 

 

 ・佐世保東南ＲＣ 

  第 7 回佐世保市内 8ＲＣ会長・幹事会のご案内 

  日時：2020 年 3 月 11 日（水）18：30～ 

  場所：しぐれ茶屋   

        

 ・佐世保工業高等専門学校 

  令和元年度卒業式及び専攻科修了式について 

（ご案内） 

  日時：令和 2年 3月 13 日（金）午前 10 時開式 

  場所：佐世保工業高等専門学校 第一体育館 

 

3.伝達事項 

 

① 皆さまへ配布いたしておりますガバナー事務所 

からの第 2回アンケート調査の提出がまだの方 

はよろしくお願い致します。  

 ② 2/16 ホテルマリターレ創世佐賀にて 14 時より 

基本理念セミナーが開催されます。 

蒲池会長、村瀨幹事で出席いたします。 

 ③ 2/17（月）次回例会は新入会員卓話 

永石浩一郎会員・村上英毅会員２名の卓話です。 

 

 

《委員会報告》 

 

奉仕プロジェクト青少年委員会 中川信次 委員長 

2 月 16 日(日)、今年度の地区補助金事業として、

講師に元オリンピック選手の森隆弘氏を招いて、佐世

保特別支援学校の生徒を対象とした水泳教室を開催

します。 

参加の皆様は、10 時から開会式を行いますので、

ビートスイミングクラブ北松プールへご集合下さい。 

今回の場所は佐世保市温水プールではありません

ので、場所を間違えないように、よろしくお願い致し

ます。 

また、前日の 15 日(土)には、講師の森隆弘氏を囲

んで懇親会を実施します。 

こちらは、18:30 からグランドファーストイン佐世

保で行います。出席の皆さんは、時間に遅れないよう

にお願い致します。 

 

《来訪ロータリアン》 

ありません。 

 

 



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 1,042,000 円 

《ＲＩニュース》 

 

ロータリーとゲイツ財団がポリオ根絶資金の 

上乗せを延長 

ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、1月

22 日、ポリオ根絶に年間 1億 5000 万ドルを投入する

ための長期パートナーシップを継続することを発表

しました。この提携の下、ロータリーは今後 3年間、

毎年 5000 万ドルを拠出することを目標に掲げ、ゲイ

ツ財団がロータリーの拠出金に対して 2 倍額を上乗

せすることとなります。 

サンディエゴ（米国カリフォルニア）で開催中の

2020 年ロータリー国際協議会で流されたビデオメッ

セージの中で、ビル・ゲイツ氏は、ロータリーとのパ

ートナーシップを継続する必要があると述べました。 

 

 

《ニコニコボックス》 

渥美大介 親睦活動委員 

 
佐世保市長 朝長則男 様 

 朝長市長からニコニコボックスへということでた

くさんいただきました。ありがとうございました。 

 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

本日は、朝長則男名誉会員のご来訪、会員一同心よ

り歓迎致します。また、卓話も快くお引き受けいただ

きありがとうございます。心して拝聴致します。 

また、先週土曜日の家庭集会にご参加の皆様お疲れ

様でした。松田ロータリー情報委員長ありがとうござ

いました。八木会員のお料理と富田さんのたくさんの

差入れ本当にありがとうございました。みんなでおい

しくいただきました。 

 

平石晃一君 

  2 月 8 日、烏帽子の永田邸での家庭集会に参加の皆

さん大変お疲れまでした。峯講師の話の内容は新入会

員にとって有意義な内容で、ロータリーについて新た

な気持ちで活動されることと思います。また、村瀬さ

ん、八木さん調理担当で美味しい鍋料理と富田会員の

奥様のおにぎりやおはぎの差入れでおいしくいただ

き、ありがとうございました。それから毎回会場とワ

インを提供していただく永田会員には心より感謝御

礼致します。松田情報委員長、渡会会員、富田会員お

世話ご苦労様でした。佐世保市長朝長則男様、本日の

卓話にお越しいただきありがとうございます。 

 

富田耕司君 

  土曜の家庭集会、永田さんの烏帽子別荘の提供あり

がとうございます。設営から料理まで八木さんはじめ

ご苦労様でした。佐世保市長朝長則男様、本日の卓話

ありがとうございます。拝聴させていただきます。 

 

宮原明夫君 

  朝長則男市長様、本日は卓話ありがとうございます。

せっかくの卓話ですが、医師会長としての別の会議が

入っており、残念ですが中座させていただきます。別

の機会を楽しみにしております。 

 

松田信哉君 

  先週の土曜日、永田会員の烏帽子の別荘で家庭集会

を行いました。ご参加の皆様お疲れ様でした。いつも

快く別荘を貸していただく永田会員、また当日、食材

の調達や準備でご協力いただきました会員の皆様あ

りがとうございました。本日は、所用にて例会に参加

できず、せっかくの朝長市長の卓話を拝聴出来ないの

が残念です。これからの佐世保の未来を大いに語って

下さい。 

 

公門新治君 

  本日は朝長市長のご来訪ありがとうございます。先

日の家庭集会は欠席して申し訳ありません。次女の空

手の遠征で鹿児島まで行ってきました。おかげ様で形

の部で 4位に入賞しました。ニコニコします。 

 

福田俊郎君 宮﨑有恒君 古賀新二君 湯口純二君 

峯 徳秀君 渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君 

松尾重巳君 田島 慎君 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 松田亜由美君 
  本日の卓話は、名誉会員でもあられます佐世保市長

朝長則男様による「リーディングプロジェクトなどの

取組について」です。 
将来の佐世保市について会員の皆様で考えて行け

る有意義なものとなると思いますので、しっかり拝聴

して、勉強させていただきましょう。 
 


