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Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 年次総会                    次回例会 会員卓話(チャーターメンバー) 

《会員卓話》 

「よもやま話」 

富田耕司 会員 

 

今日は

チャータ

ーメンバ

ーという

ことでの

卓話の時

間ですが、

私はチャ

ーターメンバーとして 37 歳で入会し、現在で 36 年在

籍ということになります。 

ロータリーを設立するにあたっては、逸見嘉彦ガバナ

ーへの餞（はなむけ）として新しいクラブを作ろうと

いうことで、南ＲＣの(故)富永雄幸ＰＧが特別代表と

なり、畑田明拡大補佐の指導の下、初代幹事の(故)

松尾辰二郎さんが奔走し、メンバー集めや役割分担を

担われました。職業分類に配慮した人選でした。 

36年前の1984年4月16日に設立第1回例会を行い、

35 名のチャーターメンバーでスタートしました。会

長は村上寅雄会員、幹事は松尾辰二郎会員でした。 

認証前の仮クラブでの例会の後、1984 年 5 月 14 日Ｒ

Ｉに認証され、その後１年間かけて準備をしました。

翌年 4 月 17 日に親和銀行本店で、チャーターメンバ

ー41 名により認証状伝達式（チャーターナイト）が

華やかに開催されたことを思い出します。発起から１

ヶ月程度でスタートできたクラブは他に例を見ない

と言われ、短期間で創立した、平均年齢 44.8 歳とい

う若い会員のクラブでした。 

私にとって、今まで長きにわたって在籍したことで

の新しい出会いと悲しい別れが数々ありました。 

多くの方が入会しては諸事情で退会されたり、亡く

なられたりしました。 

入会後、11 年目に豊島会長の時に幹事を、20 年目

（2007 年）に会長を（宮崎幹事）、24 年目にガバナー

補佐を経験して今日に至っています。 

今の北クラブは若い人に役割が廻ってくるのが早

くなっていると思われます。3 年未満 12 人（30％）・

10 年未満 12 人（30％）の会員構成ですから、時の流

れでしょう。 

このことがクラブの活性化であり、ロータリアンと

しての成長に良い結果をもたらしてくれると信じま

す。役割をチャンスと思い楽しんで役立ててください。 

 

 

《会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

11月10日、鹿島ロータリークラブを訪問しました。 

先月、観月例会に花島ガバナーにご出席頂いたお礼

と IM のご案内で、緒方ガバナー補佐以下 6 名で訪問

いたしました。緒方ガバナーの挨拶、村瀬 IM 実行委

員長挨拶、私は、鹿島クラブの会長とバナーの交換を

させて頂きました。祐徳稲荷神社がデザインされたシ

ンボルカラーである朱色のバナーを頂きました。 

同行の松尾幹事、早田会員、窪田事務局員、お疲れ

様でした。  

11 月 14 日、家庭集会、永田会員の別荘をお借りし

て行いました。 

肌寒い中、暖炉の火がとても暖かく、まさに炉辺談

話として、参加者が多くの事を語り合い、良い家庭集

会になりました。その後、庭でのバーベキューもお酒

も美味しく、本当に楽しいひと時を過ごすことができ

ました。いつも快く別荘をお借し頂ける永田さん、あ
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りがとうございます。村瀬ロータリー情報委員長以下、

準備に携わられた皆様ありがとうございました。また、

小樽やお土産を頂いた皆様、ありがとうございました。 

今日は、チャーターメンバーである富田耕司会員の

卓話です。拝聴いたします。 

 

 
《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１．来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

①特別寄付金感謝状、表彰品（ルビーピンバッジ） 

 の送付 

  福田俊郎会員（第 27 回功労者）  

永田武義会員（第 11 回功労者） 

藤井良介会員（第 10 回功労者） 

  緒方信行会員（第 8 回功労者）  

近藤竜一会員（第 5 回功労者）  

平石晃一会員（第 4 回功労者） 

  松田信哉会員、渡会祐二会員、三谷秀和会員 

（第 3 回功労者） 

船津 学会員（第 2 回功労者） 

    以上、10 名 

 ②ハイライトよねやま Vol.248 (セルフＢＯＸへ入

れております) ②ハイライトよねやま Vol.248 

(セルフＢＯＸへ入れております) 

 

・ロータリーの友事務所 

①ロータリーの友 11 月号 

 ②お知らせとお願い 

 

２．伝達事項 

 

①11/18（水）第 5 回市内 8ＲＣ会長・幹事会が開

催されます。（会長・幹事・緒方ガバナー補佐） 

②11/19（木）18：30 よりグランドファーストイン

佐世保にて第 5 回理事会を開催いたします。 

③11/20（金）事務局は午後よりお休みいたします

ご不便おかけいたしますがよろしくお願い致し

ます。 

④11/23(月)は祝日休会となります。次回例会は

11/30（月）年次総会 蒲池芳明指名委員長です。 

 

《委員会報告》 

 

村瀨高広 ロータリー情報・公共イメージ委員長 

11 月 14 日（土）18 時半より第 1 回家庭集会を開催し

ました。場所は烏帽子の永田会員別荘で今回は入会 3

年未満の会員の方を対象に近藤会長、峯副会長、松尾

幹事含め 17 名の参加でした。内容は近藤会長、松尾

幹事にお話を頂きました。素晴らしいお話をありがと

うございました。その後ＢＢＱをして懇親を深めまし

た。チャーターメンバーの平石会員にも来て頂き良か

ったです。近藤会長、古賀Ｒ情報副委員長、お樽あり

がとうございました。小西会員、焼き鳥美味しかった

です。鐘ヶ江会員、早田会員からワインを頂きありが

とうございました。準備、接待を手伝って頂いた松尾

幹事、渥美会員、茶村会員、窪田さん助かりました。

ありがとうございます。最後になりましたが、永田会

員の烏帽子別荘、やっぱり最高です。ありがとうござ

いました。 

 

茶村亜子 国際奉仕委員長 

今月行っております国際奉仕委員会の、名付けて「世

界の子供達に笑顔を」の活動におきましてたくさんの

皆さまに続々と文房具をお持ち頂きありがとうござ

います。今週は近藤会長に現金を頂きました。またま

た責任をもって文房具にかえさせて頂きます。世界の

子供達の心もポカポカになって欲しいので 11 月 30

日の例会まで皆さまよろしくお願い致します。 

 

村瀨高広ＩＭ実行委員長 

11 月 10 日(火) 鹿島ＲＣ 緒方ガバナー補佐、近藤

会長、松尾幹事、早田会員、窪田さん、村瀨 

11 月 11 日(水) 東南ＲＣ 緒方ガバナー補佐、村瀨 

11 月 13 日(金) 南ＲＣ 緒方ガバナー補佐、船津キ

ャラバン隊長、茶村キャラバン副隊長、渡会会員で行

ってきました。各クラブもいい雰囲気で開催の案内を

することが出来ました。今週は後 3クラブに訪問しま

す。よろしくお願い致します。 

 

渡会祐二 次年度会長 

次回の例会は年次総会となります。次年度理事、役員

予定者の方は、ご出席のほどよろしくお願い致します。

また、例会終了後に第 1回次年度理事会を開催します。

こちらの出席もよろしくお願い致します。 

 

松田信哉 米山カウンセラー 

先週の土日に1泊2日で大分に米山研修に行って参り

ました。天候に恵まれ、米山の奨学生も大変楽しんで

いました。今後も機会があれば参加したいと思います。 

 

公門新治 親睦活動委員長 

12月14日開催の冬クリスマス家族会のお知らせを郵

送しております。 

同封のハガキにて出欠の返信をお願いします。コロナ

禍で開催も危ぶまれましたが、ホテル側とも打ち合わ

せて感染対策をとっております。皆さんのご参加をお

待ちしております。 

 

 



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  34,000 円    累計 364,000 円 

《ＲＩ情報》 

コロナ禍でもポリオ根絶活動が継続 

コロナウイルスの流行は、この疾病そのものだけで

なく、幅広い保健分野に影響を及ぼしています。2020

年 5 月、世界保健機関は、世界の 1 歳未満の子ども

8000 万人が、各種の疾病のための定期的予防接種を

受けていないと報告しました。予防接種従事者、乳幼

児、その家族の間で濃厚接触が考えられるコロナ禍で、

ポリオの予防接種を一時停止することは必要なこと

でした。しかし、ユニセフのヘンリエッタ・フォア事

務局長は、「一つの疾病の発生に対処するために、も

う一つの疾病を無視することはできない」と警鐘を鳴

らします。 

課題に直面している現状にあっても、ポリオ根絶へ

のロータリーの支援はこれまで以上に重要となって

います。2020 年 1 月、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

とロータリーは長年のパートナーシップを更新し、今

後 3 年間にポリオ根絶のために 4憶 5000 万ドルを集

めることを表明しました。 

ロータリーは毎年 5000 万ドルを集めることを目標と

しており、これがゲイツ財団より 2倍の上乗せを受け

ることになっています。 

 

ポリオ根絶の経験がパンデミック対応を支える 

コロナウイルスが発生した際、GPEI はその対応の

ために何十年もの経験を共有しました。ポリオ根絶に

おける重要な活動は継続したものの、ポリオの保健従

事者は濃厚接触者の追跡、検査、コロナウイルスの伝

搬と接触を軽減するための手洗いやその他の方法に

ついて地域社会を教育するといった活動に携わりま

した。多くの場合、これらの保健従事者は、ポリオ根

絶とコロナウイルスへの対応活動を同時に行いまし

た。      詳しくは My Rotary をご覧下さい。 

 

 

《ニコニコボックス》  

早田貴志 親睦活動委員 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

本日はチャーターメンバーであられます富田耕司会

員による会員卓話です。よろしくお願いします。拝聴

させて戴きます。また、14 日開催の家庭集会にご参

加の皆様、大変お疲れ様でした。ロータリー情報・公

共イメージ委員会村瀬委員長、お世話ありがとうござ

いました。場所をご提供いただいた永田会員ありがと

うございました。同じく 14 日に別府市で開催された

米山奨学生研修旅行に参加されたレー君、松田信哉カ

ウンセラーお疲れ様でした。 
 

平石晃一君 

11 月 14 日の家庭集会（炉辺談話）参加の皆さんお疲れ

様でした。大変有意義な話と意見交換が出来、新入会

員の皆様には、良い時間を過ごされたのではないでしょ

うか。この後のバーベキューでの食事会、大変楽しく飲

み、食べながら個々の話も弾み良い勉強会でした。 

村瀨委員長、大変ご苦労様でした。また永田会員には、

いつも会場の烏帽子の別荘を提供頂き大変お世話にな

りました。ありがとうございました。そして松田信哉カウン

セラー、別府での引率ご苦労様でした。 

 

富田耕司君 

今日の卓話よろしくお願いします。四方山話をさせて頂

きます。 

 

村瀨高広君 

・Ｒ情報委員会 家庭集会にご参加の皆様ありがとうござ

いました。17 名の参加で無事終わることができました。

先発隊で準備をして頂きました皆さんありがとうございま

した。永田さんお世話になりました。ありがとうございまし

た。次回は 2 月開催予定です。よろしくお願いします。 

・ＩＭ実行委員会 ＩＭキャラバンに参加頂いた近藤会長、

松尾幹事、船津キャラバン隊長、茶村キャラバン副隊長、

渡会さん、事務局窪田さんありがとうございました。 

今週もありますので、引き続きお願い致します。 

 

永田武義君 藤井良介君 宮原明夫君 渡会祐二君 

村瀨高広君 松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 

公門新治君 船津 学君 西沢 寛君 小西研一君 

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 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君 

土曜日の烏帽子永田邸での家庭集会に参加された皆

さんお疲れ様でした。素敵な場を提供いただきました

永田会員に感謝いたします。 

近藤会長、古賀会員からの御樽、小西会員からの焼き

鳥、村瀨会員からの豚汁、鐘ケ江会員、早田会員から

のお酒美味しく頂きました。ありがとうございました。

企画していただいたロータリー情報委員会村瀨委員

長ありがとうございました。また、米山奨学生研修旅

行に同行された松田カウンセラーお疲れ様でした。 

本日はチャーターメンバーの富田会員による会員卓

話です。富田会員ありがとうございます。会員一同し

っかりと拝聴致します。 

 

事務局 窪田君 

土曜日の家庭集会ではお世話になりました。永田会員、

ありがとうございました。茶村会員、往復車に乗せていた

だきありがとうございました。 


