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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  特別例会（クラブ協議会）                次回例会 特別例会（クラブ協議会） 

《一年を振り返って》 

                蒲池芳明 会長 

 
本年度のクラ

ブテーマは「ロー

タリーを通じて

生まれる人との

絆を大切に」でス

タートを切りま

した。 

スタートして

思いがけない会

員の減少と前 森 会長とのお別れがあり、心の拠り

所を無くした気がしていました。 

しかし地球は回るようにロータリーは動き出してお

り、村瀬幹事の懸命な姿、事務局の窪田さんの献身な

姿をみて勇気づけられ会長職を無事にやり遂げなけ

ればとの思いは強くなった気がしました。 

ロータリーがなければ出合う事・話す事もない方々、

職業上の機会、私たちロータリーの支援を必要とする

人達との繋がりを大切にしたいとの思いも日を追う

ごとに強くなりました。そのような中、私たちの思い

を共にする仲間を増やしたい思いで会員増強委員会

の皆様には力強く、誘いたくなる環境を考えていただ

き６名の方に入会していただきました。 

青少年委員会では佐世保海洋探検、地区補助金事業、

ウォーキング＆ゲームラリーなどの活動を企画し参

加していただきとても感謝します。 

公共イメージ・雑誌文献委員会では佐世保北ロータ

リークラブの思い出に残る報告をしていただきまし

た。 

インターアクト委員会では佐世保高専に設立した

インターアクトクラブ運営に十分にサポートしてい

ただき頭が下がります。 

社会奉仕委員会では地域社会への貢献で人に対す

る熱い思いは皆様を惹きつけるものと教えていただ

きました。 

職業奉仕委員会の皆様にはロータリーの基本精神

である職業奉仕について理論的な知識の習得と実践

について開催していただき会員の皆様に十分に理解

していただいたと思います。 

国際奉仕委員会では厦門理工学院との継続的な交

流事業、今年度は叶うことは出来ませんでしたが、仁

川・松島 RC との姉妹クラブ締結式、その為何度か足

を運んでいただいた事には深く感謝します。 

出席委員会では今日も出席 100％を目指しての力

強い報告をしていただきました。 

プログラム委員会では会員増強を図る趣旨のもと

魅力的なプランを作っていただきました。 

親睦活動委員会では魅力活力あふれる納涼例会、夏

の家族会、忘年家族会、新年会と企画していただき佐

世保北 RC らしい親睦活動の大切さを改めて感じさせ

ていただきました。 

何よりも例会を新鮮で飽きる事のない例会場の雰

囲気を醸し出してくれた SAA 委員会の皆様、私は R・

O・T・A・R・Yはまだ見ないと覚えられませんが心よ

り皆様を楽しませて参加を促していただいた事、本当

に感謝します。 

最後になりますが新型コロナウイルスの関係で 3

月より例会、委員活動が止まってしまい日本だけでな

く世界の人々が震撼した時間を過ごしたと思います。 

今更ながら新型コロナウイルス件がなかったらとい

つも思っています。人生の試練がなぜ今なのか？ロー

タリー活動を会員皆さんと一同にしたい思いはあっ

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  44 名    出席  39 名     欠     席  5 名    出席規定免除会員（12）   出席 7 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】   会員数  --名    出席  --名    メークアップ  -名    出席規定免除会員（12）   出席 -名    修正出席率  --.--％ 

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 



てもどうする事もできないはかなさを感じておりま

す。今回を期に会から離れる方もいらっしゃいます。

幾千の出会いと別れの繰り返しは誰にでもあるもの

です。今日があるから、今がある。明日を信じて前に

進みましょう。 

初代 村上 会長が残された親睦とは「人との出会い

を大切にして、人を思う心を育み、人と会うことによ

り得る優しさ、思いやりの心、人とうまく生きていく

協調性」をこれからも磨いていただきたいと思います。 

 

峯 徳秀クラブ管理運営委員長はじめ各委員会、会

員の皆様、皆様のご協力で無事一年間終わることがで

きました。これまで私を北ロータリークラブがワンチ

ームとなって支えていただいた事に改めて熱く、熱く

感謝申し上げます。心より有難うございました。 

 
 
《会長・幹事交代式》 

コ ロ ナ 禍

の中、会長・

幹事交代式

が行われま

した。 

 蒲池会長

から近藤次

年度会長へ

バッチが渡

されました。いよいよ 2020-2021 年度のスタートです。 

 

 

《会長挨拶》 

蒲池芳明 会長 
まず本日は皆様のお元気の姿とお顔を見る事がで

きとても幸せを感じる事ができました。 

出席していただき本当にありがとうございました。こ

れまで、もし 6月 29 日が無かったら、本日限りでお

会い出来ない会員の方にどの様にして感謝の気持ち

をお伝えできるだろうかとずっと考えておりました。 

 私のわがままで最後の例会を行う事ができ理事の

皆様、会員の皆様、御理解していただき本当にありが

とうございます。心より感謝申し上げます。 

後ほど一年間を振り返っての思いを話させて頂き

ますが、文書を書きながら皆様への感謝の気持ちが湧

き出て参りました。会長として何も R C の事を知らな

かった私をこれまで支えて頂いた事、私に夢を見せて

頂いた事に改めてお礼を申し上げます。 

今日はいろんな事が予定されています。皆様と共に

例会を楽しく過ごしたいと思います。 

最後までどうかよろしくお願いします。 

 

 

《幹事報告》 
           村瀬高広 幹事 

１．例会変更 

 

・佐世保南ＲＣ 

6 月 26 日（金）12：30～13：30 

例会再開（通常例会） 

 

・佐世保西ＲＣ 

6 月 30 日（火）12：30→18：30～ 

セントラルホテル佐世保「西海の間」 

（新旧役員交代式のため） 

 

・佐世保中央ＲＣ 

6 月 25 日（木）18：30→12：30～ 

セントラルホテル佐世保 

（会長・副会長・幹事交代式のため） 

 

・HTB 佐世保ＲＣ 

7 月 28 日（火）12：30～ 

休会（定款第 7条第 1節 

 

２．来 信  

・国際ロータリー 

 ザ・ロータリアン 7 月号 

 

・国際ロータリー日本事務局 

2021 年 台北国際大会の登録受付開始のご案内 

 

・2020～2021 年度 ガバナー事務所 

①次年度公式訪問のタイムスケジュールについて 

(お知らせとご協力のお願い) 

 北ＲＣ日程  8 月 17 日（月） 

第 1回緒方信行ガバナー補佐訪問 

（第 1回クラブ協議会） 

 8 月 24 日（月） 花島光喜ガバナー公式訪問 

②2020～2021 年度 第 2回地区社会奉仕委員会会議 

 の開催について 

 日 時：7月 19 日（日）11：00～12：30   

場 所：割烹「清川」鹿島市大字高津原 3590 

TEL：0954-63-2231 

 

・2021～2022 ガバナー事務所 

ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

 所在地：〒850-0045 長崎市宝町 2-26 

ザ・ホテル長崎 BW プレミアムコレクション内 

 TEL：095-895-5330 FAX 095-825-858 

 E-mail: ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp 

  執務時間：10：00～17：00（月～金）] 

 

 



・佐世保ＲＣ 

2020～2021 年度 佐世保市長表敬訪問のご案内 

7 月 13 日（月）10：00～10：30 4 階庁儀室 

 

・佐世保東ＲＣ 

 2020～2021 年度 

第 3回佐世保市内ＲＣ会長・幹事会 中止のご案内 

 

・佐世保市役所 

 市制施行 118 周年記念式典～市政功労者表彰式～ 

場 所：割烹「清川」鹿島市大字高津 

 

３．伝達事項 

 

①次年度 委員会活動計画書のご提出がまだの方 

はよろしくお願い致します。 

②次回例会は正式例会ではなく特別例会として 7月 

は 7/6、7/20 に開催いたします。 

 ご出欠がまだの方はよろしくお願い致します。 

③今年度の退会者が 6 名おられますのでご報告いた

します。 
田中会員（4 月末退会）中川会員、八木会員 
湯口会員、宮﨑会員、田島会員（6月末退会） 

 

《来訪ロータリアン》 

 

・佐世保東ＲＣ 村瀨 公一郎 君 

 

 

《2020-2021 年度 ＲＩ会長メッセージ》 

 

今は楽観視するべき時ではないと思われるかもし

れませんが、今こそ楽観視するべきなのです。ロータ

リー創立のずっと前から、人類は進歩と忍耐という能

力を試すような重大な危機に見舞われてきました。ロ

ータリーの時代になり、さらに数多くの悲劇に直面し

てきました。それを乗り越えて人類は今に至っていま

す。そして、ロータリーは常に世界を癒すために尽力

してきました。 

どの危機も、再生と成長の機会なのです。新型コロ

ナ危機が始まったばかりの頃、「ロータリーは機会の

扉を開く」という会長テーマをサンディエゴで開催さ

れた国際協議会で発表しましたが、これは私が長年に

わたって信条としてきた言葉です。 

ロータリーは入会したクラブがすべてではなく、そ

のクラブを通じて機会の扉が開かれます。ほかの人た

ちや自分自身のために機会を生みだすために私たち

は活動しています。小さなことでも、大きなことでも、

ロータリーの奉仕行為は助けを必要としている人び

とのために機会を生み出します。そして、ロータリー

はあらゆる人びとのために、より豊かで、より有意義

な人生を、世界中の友とともに中核的価値観に基づい

て送るための機会の扉を開くのです。 

政府や団体はロータリーの活動にとって大きな意

味合いを持つ公衆衛生のパートナーシップへの理解

を深めています。自粛生活の中で絆を求め、地域社会

の助けになりたいと願う人びとは、ロータリーが創立

以来掲げてきた理念を信奉するようになっています。 

詳細は My Rotary をご覧ください。 

 

 

《委員会報告》 

渡会祐二 次年度プログラム委員長 

7 月 6 日 18 時 30 分より、グランドファーストイン佐

世保にて次年度プログラム委員会を開催いたします。

ご参加の皆様には宜しくお願い申し上げます。 

 

 

《ニコニコＢＯＸ》 

 

佐世保東ＲＣ 村瀨公一郎 君 

佐世保東ＲＣの村瀨です。いつも息子がお世話になっ

ております。貴クラブのご発展を祈念しております。 
 
ＯＢ 熊井正人君 

6 月 20 日に開催されました北斗会最終戦にてＯＢ取

切線の賞を頂きました。賞金をご提供頂いた緒方さん、

ごちそう様です。 

 
蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀨高広 幹事 

本日、最後の例会を迎えました。一年間本当にありが

とうございました。会員の皆様のご協力のおかげです。

今日で退会される宮﨑有恒会員、湯口純二会員、田島

慎会員、八木順平会員、中川信次会員、寂しいです。

そして、ありがとうございました。健康に留意されて

益々ご活躍下さい。 
 
近藤竜一君 峯 徳秀君 松尾重巳君 

佐世保北ロータリークラブの皆さま、大変お久しぶり

です。新型コロナウイルス感染禍でもお元気そうで何

よりです。本日は、会長・幹事の交代セレモニーにご

出席いただき、ありがとうございます。7月 1日から

新年度が始まります。会員の皆様、1年間よろしくお

願いいたします。蒲池芳明会長、藤井良介副会長、村

瀨高広幹事、1 年間お疲れ様でした。また、ＳＡＡ、

親睦活動委員会の皆様、事務局窪田さん、ありがとう

ございます。 

 
富田耕司君 

久しぶりの例会、会長幹事ご苦労様でした。永年クラ

ブに貢献された方々の退会、又の再会を願います。 

 



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 中島閏二） 

本日の合計   49,000 円    累計 1,129,000 円 

宮﨑有恒君 湯口純二君 

今年度末で退会する事になりました。会員の皆様には

長い間、ご厚誼いただき、ありがとうございました。

佐世保北ロータリークラブの益々のご発展を祈念申

し上げます。 
 
田島 慎君 

本日の例会が、私にとって最後の例会となりました。

本来ならば、この例会で挨拶しなければいけないとこ

ろですが、諸事情により出席出来ず大変申し訳ござい

ません。簡単ではございますが、このニコニコで挨拶

させていただきますことをご了承ください。 

私の佐世保北ロータリークラブへの入会は、緒方会員

と村瀬会員にお誘い頂き、2014年9月、大鳥居年度に

入会させていただきました。これまで、時には色々と

大変なこともございましたが、多くの皆様に助けてい

ただき、ご指導いただきながら本当に素晴らしい楽し

いロータリーライフを過ごさせていただきました。ま

た、佐世保北ロータリークラブで皆様との出会いと、

様々な経験をさせていただき、私にとっても、家族に

とっても、もちろん会社にとっても当然有意義なもの

でありました。本当にありがとうございました。この

度、諸事情により残念ながら明日をもって退会するこ

とになりましたが、佐世保北ロータリークラブでの皆

様との素晴らしい出会いと教えを大切に、これからも

私の中で「四つのテスト」を実行していきたいと思っ

ております。短い間ではございましたが、皆様大変お

世話になりました。ありがとうございました。それか

ら、勝手ではございますが、もしもまた、ロータリー

クラブに入会できる機会があれば、是非とも佐世保北

ロータリークラブに再入会させていだきたいと思っ

ております。最後に、私の退会にあたりご迷惑をお掛

けしているにもかかわらず、お世話していただいた皆

様、本当にありがとうございました。今後も佐世保北

ロータリークラブの皆様とお会いする機会も多々あ

ると思いますが、その時は、お声かけしていただけれ

ば幸いです。佐世保北ロータリークラブの皆様のご健

康とご多幸を心より祈念いたします。入会して６年足

らずの短い間でしたが、大変お世話になりました。本

当にありがとうございました。 

田中幹人君 

この度、親和銀行を退任し、佐世保を離れ長崎へ行く

ことになりました。約 5年に亘りお世話になり有難う

ございました。本来なら直接感謝の気持ちをお伝えす

べきところですが、例会の休会を含めて厳しい環境下

にあります。次は「ホテルニュー長崎」に参ります。

引き続きご厚情を賜れば幸いです。佐世保北ロータリ

ークラブの益々の発展をお祈りいたします。 
 

中川信次君 

3 年間という短い間でしたが、佐世保北ロータリーク

ラブに入会したおかげで、公私共々、充実した大変楽

しい時間を佐世保で過ごす事が出来ました。本当にあ

りがとうございました。大分でも大分東ロータリーク

ラブへ入会する予定です。是非、機会があればメーク

アップにお越しください。また、大分へお越しの際は、

会社のほうにもお立ち寄りください。感謝の言葉しか

ありません。本当にありがとうございました。 
 
豊島揆一君 緒方信行君 古賀新二君 宮原明夫君 

渡会祐二君 松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 

公門新治君 船津 学君 小西研一君 井上隆三君 

二ノ宮 健君 松田亜由美君 

蒲池会長、藤井副会長、村瀨幹事、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響で大変な思いをされましたが、1年

間、大変お疲れ様でした。これからはしばらくゆっく

りして下さい。 

近藤新会長、峯新副会長、松尾新幹事、1年間の運営

に期待しております。是非、頑張って戴きたいと思い

ます。会員一同、盛り立ててまいります。事務局の窪

田さんに置かれましても近藤新年度のフォローをお

願いします。ＳＡＡそして親睦活動委員会の皆さん、

本日はお世話になります。 

 

親睦活動委員会 

八木順平君 永田武義君 茶村亜子君 渥美大介君 

鐘ヶ江和重君 戸畑教幸君 野口好太郎君  

蒲池会長、藤井副会長、村瀨幹事、1年間大変お疲れ

様でした。近藤新会長、峯 新副会長、松尾新幹事、1

年間の長丁場ですがよろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で後半の親睦活

動委員会の事業は執り行うことができませんでした

が、親睦委員会で大変さと親睦の大事さを勉強するこ

とができました。委員会一同一年間大変お世話になり

ました。 
 
事務局 窪田明子君 

蒲池会長、村瀨幹事、一年間大変お疲れ様でした。ま

た、今年度で退会されます宮﨑会員、湯口会員、田島

会員、田中会員、八木会員、中川会員、大変お世話に

なりました。近藤新会長、松尾新幹事、どうぞよろし

くお願い致します。 


