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ロータリーへ感謝 

本日の例会 新入会員卓話                       次回例会 第２回クラブフォーラム 

《会長挨拶》            

近藤竜一 会長 

 

今日は、

佐世保北ロ

ータリーク

ラブ観月例

会に花島光

喜 2740 地

区ガバナー、

迎雅璫嗣地

区幹事、平川直樹地区副幹事、をお招きしての会とな

ります。遠路、鹿島よりご来訪誠にありがとうござい

ます。今日は、お時間の許す限りゆっくりとお過ごし

ください。 

ここに、ワンコインボックスがあります。すでに皆

さん、例会毎に寄付をして頂いておりますが、改めて

ご紹介させて頂きたいと思います。国際ロータリーで

は、ロータリーの約束として、全世界でポリオを根絶

する事を大きな目標としております。 

現在、およそ 99.9％が根絶されている状況であり

ますが、残りの 0.1％がまだ解決できておりません。

そこを解決する為にワンコインボックスが設置され

ることになりました。本日、花島ガバナーにご来訪を

頂いておりますが、このワンコインボックスは、花島

ガバナーの本年度の重点項目になっております。 

本日もボックスを回設置いたします。 

残り 0.1％のポリオ根絶の為に、皆さんご協力お願

いいたします。 

  
 

 

《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１．例会変更 

 

・松浦ＲＣ 

10 月 21 日（水）12：30～ 

梶谷城址（除草清掃作業のため） 

  

・佐世保西ＲＣ 

10 月 20 日（火）12：30→18：30～ 

セントラルホテル佐世保「西海の間」 

（観月例会のため） 

 

２．来 信 

 

・国際ロータリー日本事務局 

①新型コロナウイルス警戒レベル引き下げに伴う 

 日本事務局 事務所再開のお知らせ 

  勤務形態：事務所ならびに在宅勤務との併用 

期   間：2020 年 10 月 5 日(月)～ 

  業務時間：10:00～16:00  

  FAX（各部署共通）：03-5439-0405 

  連絡方法：電話が掛かり難い状況となります。恐

れ入りますが、E メールまたは FAX での 

  ご連絡にご協力頂けますようお願い致します。 

  クラブ・地区支援室：rijapan@rotary.org     

財 団 室：rijpntrf@rotary.org 

  経 理 室：rijpnfs@rotary.org  

業務推進・IT 室：rijpnpi@rotary.org 

  ②[RIJO-FAQ] 配信履歴(～2020 年 9 月末) 

 ③My ROTARY のリニューアルに伴う修正中の問題に

ついて 
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【本  日】 会員数42名  出席 23名  欠   席  8名   出席規定免除会員 （11） 出席 5名  ビジター3名 出 席 率  --.--％

【前々回】会員数 41 名   出席  26 名 メークアップ--名   出席規定免除会員（11）出席 5 名          修正出席率   --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



 ※解決までには相当のお時間を要することが見込

まれております  

 

・ガバナー事務所 

①第 3 回 RLIDL 研修会開催のお知らせ 

（野口会員宛） 

日 時：10 月 25 日（日）9：00～17：00 

 場 所：エスプラッツ 3 階 

佐賀市交流センター ホール 

    （佐賀市白山 2 丁目 7-1 

TEL：0952-40-0560） 

②2021～2022 年度 

地区セミナー・協議会日程のお知らせ 

 地区チームセミナー 2021 年 2 月 28 日（日） 

 会長エレクト研修セミナー 

2021 年 3 月 14 日（日） 

 地区研修・協議会 2021 年 4 月 11 日（日） 

 ※2021～2022 年度地区大会 

2021 年 11 月 26 日（金）～28 日（日） 

③第 4 回地区社会奉仕委員会会議の開催の件 

 日 時：10 月 25 日（日）11：00～13：30   

 場 所：割烹「清川」鹿島市大字高津原 3590 

TEL：0954-63-2231 

   

・長崎県共同募金会佐世保市支会 

赤い羽根共同募金運動への協力について（お願い） 

 

３．伝達事項 

①本日の幹事報告はセルフＢＯＸへ入れておりま

すので次週お取りください。 

②10/15（木）18：30 よりグランドファーストイン

佐世保にて第 4 回理事会を開催いたします。 

  ③次回例会は 10/19（月）新入会員卓話「私の職業」

の田中会員、内海会員、中村会員です。 

 

《来訪ロータリアン》 

 第 2740地区ガバナー  花島光喜 様（鹿島ＲＣ） 

 地区幹事           迎 雅璫嗣 様（鹿島ＲＣ） 

地区副幹事      平川直樹 様（鹿島ＲＣ） 

 

 

《観月会 会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

 

改めまして、

皆さん、こん

ばんは。 

今日は、新

入会員歓迎を

兼ねた観月会

でございます。 

後ほど、新入会員のお話もあるということで楽しみ

にしております。 

長崎県も、佐賀県も、九州を含めまして、コロナの

患者数が 8月に比べるとすごく減っております。第 3

波の到来の話もインフルエンザと並べて語られてい

るようですが、とりあえず患者数 0の日が続いており

ます。何とかこのままの状況で推移して、更なる収束

へと向かうことを切に祈るばかりであります。 

そのような中、我が北クラブのメンバーが、久しぶ

りにこのように一同に会して、花島ガバナーにもご臨

席頂きこのように観月会を開催できます事を、本当に

ありがたい事だと思い、会長として幸せに感じるとこ

ろであります。皆様に感謝申し上げます。 

親睦委員会の皆様、SAA の皆様、ガバナーをお招き

するためにご尽力頂きました。緒方ガバナー補佐、関

係の皆様、ありがとうございます。 

会の進行につきましては、親睦委員会からもアナウ

ンスがありましたが、飛沫が飛ばない様に、密になら

ない様に、十分に注意する事。私からもお願い申し上

げます。 

今日は楽しく行いましょう！ 

 

 

《観月会＆新入会員 写真集》 

 

花島光喜ガバナー、迎 雅璫嗣 地区幹事さん 

平川直樹 地区副幹事さんをお招きしての観月会 

 

花島光喜ガバナーの挨拶 



IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 中島閏二） 

本日の合計  29,000 円    累計 236,000 円 

 
村上英毅 会員 

 
戸畑教幸 会員 

 
早田貴志 会員 

 
野口好太郎 会員 

 
中村祐二 会員 

《ニコニコボックス》  

村上英毅 親睦活動委員 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

本日は RI 第 2740 地区 ガバナー花島光喜（ハナシマ

ミツキ）様、地区幹事 迎雅璫嗣（ムカエマサトシ）

様、地区副幹事 平川直樹（ヒラカワナオキ）様をお

迎えしての観月例会です。皆様のご来訪を心より歓迎

いたします。前回のガバナー公式訪問は懇談会に代わ

り、残念な思いをしました。本日は当クラブ会員へ向

けてのお話を頂戴いたします。よろしくお願いいたし

ます。また、本日は新入会員歓迎会も兼ねております。 

永石浩一郎会員、村上英毅会員、戸畑教幸会員、早田

貴志会員、野口好太郎会員、田中博徳会員、内海一洋

会員、中村祐二会員、大変お待たせしました。大いに

親睦を深めましょう。 

皆様、よろしくお願いいたします。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 宮原明夫君 

渡会祐二君 三谷秀和君 松田信哉君 松永祐司君 

小川 寛君 井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君 

本日は待ちに待った観月例会です。花島ガバナー、迎

地区幹事、平川副地区幹事までご参加いただきありがと

うございます。会員一同心より歓迎いたします。親睦委員

会の皆さん今日はよろしくお願いします。新入会員の皆

さんも今年初めてのクラブ行事ですね。コロナ禍で色ん

なことが思うようにいきませんが、今宵はみんなで楽しみ

ましょう。 

 

親睦活動委員会  

公門新治君 緒方信行君 村瀨高広君 村上英毅君 

戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 野口好太郎君 

本日は観月例会です。花島ガバナー、迎地区幹事、平

川地区副幹事、遠方からお越しいただきありがとうご

ざいます。また、クラブからも沢山の出席ありがとう

ございます。今年度初の委員会活動ですので、至らぬ

点も多いかと思いますがよろしくお願いします。 

親睦委員会気合い入っています！皆さんも日頃のう

っぷんを晴らして楽しんで行ってください。おいしい

お酒を飲み、ススキを眺めながらひとときのご歓談を

お楽しみください。 

 

事務局 

窪田明子君 

花島ガバナー、迎地区幹事、平川地区副幹事、本日は

遠方よりお越しいただきありがとうございます。本日

の観月会お世話になります。 


