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Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 会員卓話(チャーターメンバー 永田会員)                 次回例会 忘年家族会 

《2020～2021 年度 年次総会》 

 
S.A.A：それでは、只今より佐世保北ロータリークラ 

ブ 2020～2021 年度年次総会を開催致します。慣例

により議長は会長が務めるということになっており

ますので、近藤会長よろしくお願い致します。 

 

近藤会長：それでは、年次総会の議長を務めさせて

頂きます。よろしくお願い致します。まず始めに総会

成立報告を致します。 

クラブ細則第 5 条第 1節の規定により、本総会の成立

定足数は会員総数名の 1/3 名以上です。本日の出席者

総数は 33 名ですので本総会が定足数を満たしてお

りますことをご報告致します。 

本総会において皆様にご審議頂く事項は次の３議案

であります。 

●第１号議案 2022～2023 年度 当クラブ会長選任

の件 

●第２号議案 2021～2022 年度 当クラブ役員・理

事選任の件 

●第３号議案 定款細則等の改定についての件 

●その他 

  

近藤会長：それでは最初に第１号議案 2022～2023

年度 当クラブ会長選任の件の審議を致します。尚、

2021～2022 度会長 並びに次年度役員・理事の選任に

つきましては、当クラブ指名委員会に一任しておりま

すので、蒲池指名委員長よりご報告をお願い致します。 

 

蒲池委員長：当クラブ細則第 3 条第１節により指名

委員会を開催し、慎重に審議を重ねました結果、2022

～2023 年度会長に『村瀬高広』君を指名させて頂く

ことに決定致しましたことをご報告致します。 

 

近藤会長：皆様、拍手でご承認をお願い致しま

す。・・・ありがとうございます。 

それでは村瀬高広会長ノミニーより一言ご挨拶をお

願い致します。 

 

村瀬高広ノミニー： 

 

近藤会長：次に第２号議案 2021～2022 年度 当クラ

ブ役員・理事選任の件につきましても蒲池指名委員長

よりご報告をお願い致します。 

 

蒲池委員長：指名委員会におきまして慎重に審議致

しましたが、発表を渡会祐二会長エレクトにお願いし

たいと思います。 

 

渡会 会長エレクト：《役員・理事発表》 

次年度理事・役員の皆様 前方へお越し下さい。 

 

近藤会長：年度役員・理事が発表されました。よろ

しければ拍手でのご承認をお願いします。・・・ あ

りがとうございました。それでは渡会会長エレクトよ

りご挨拶をお願いしたいと思います。 
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渡会 会長エレクト： 

本日例会終了後に第 1回次年度理事・役員会を開催致

しますので、よろしくお願いします。 

 

近藤会長：それでは、渡会次年度会長はじめ次年度

理事・役員の皆さまよろしくお願いします。また、蒲

池指名委員長におかれましてはたいへん 

お疲れ様でした。 

 

近藤会長：続きまして、第３号議案定款細則改定に

につきましては、定款・細則改定委員会松田委員長の

方からご説明差し上げます。 

 

松田委員長：説明 

 

近藤会長：松田委員長ありがとうございました。 

 

何かご質問等はございますでしょうか。 

（質疑応答後） 

第３号議案については皆様の拍手をもちまして承認

とさせて頂きます。 

 

その他ございませんか？ 

なければ 

 

以上をもちまして本年次総会における全ての議案審

議が終了致しました。皆様のご協力に感謝申し上げ、

年次総会を閉会致します。それでは S.A.A にマイクを

お返しします。 

 

 

《会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

先週は、親睦活動委員会、SAA の委員会がありまし

た。参加の皆様お疲れ様でした。たくさんのご意見あ

りがとうございました。 

今日は、大切な年次総会であります。 

次年度の理事役員の選出、次々年度の会長選出、定

款・細則の改定について皆様、よくご確認いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

 
《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１．例会変更 

 

・松浦ＲＣ 

12 月 2 日（水）12：30→12 月 4 日（金）18：30

松浦シティホテル（忘年会のため） 

 12 月 30 日（水）、1月 6 日（水）休会 

（定款第 8条第 1 節） 

・佐世保ＲＣ 

12 月 30 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節に） 

   

・佐世保東ＲＣ 

12 月 17 日（木）12：30→12 月 19 日（土） 

  ホテルオークラ JR ハウステンボス２階 

「ちどり・しらさぎの間」 

（クリスマス家族会のため） 

 12 月 31 日（木）休会 （定款第７条第１節） 

 

・佐世保中央ＲＣ 

12 月 3 日（木）12：30→18：30～ 

ホテルヨーロッパレンブラントホール 

（忘年例会のため） 

12 月 10 日（木）18：30→12：30～ 

（第 1 週目を夜例会とした為） 

12 月 31 日（木）休会（定款第７条第１節により） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ  

12 月 8 日（火）、12 月 22 日（火） 

ホテルヨーロッパ「吉翠亭」 

(レンブラントホール使用不可のため) 

12 月 15 日（火）12：30→12 月 13 日（日） 

18：30～ 

ホテルヨーロッパレンブラントホール（創立 25

周年記念式典・クリスマス家族例会） 

12 月 29 日（火） 休会（定款第 7条第 1 節） 

 

１．来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

  第 35 回米山功労クラブ感謝状の送付 

      

・ロータリーの友事務所 

 「ロータリーの友」下半期（1 月～6 月号）購読数

についてのお願い 変更締切 12 月 7 日（月） 

     

・ガバナー事務所 

   ①第 2回ガバナー補佐会議のご案内 

  （緒方ガバナー補佐宛） 

   日 時：12 月 19 日（土）12：00～（食事） 

13：00～（会議） 

   会 場：割烹 清川 

  ②2020 学年度 米山学友会「総会・交流会」の 

ご案内（松田カウンセラー宛） 

   日 時：12 月 27 日（日）12：30～15：30 

場 所：アバンセ（佐賀市天神 3 丁目 2－11 

TEL：0952-26-0011） 

  ③国際ロータリー 

2020 年決議審議会決定報告書・ガバナーエレ

クト事務所 



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  35,000 円    累計 399,000 円 

   2021～2022 年度 地区委員（社会奉仕委員会） 

推薦のお願い 

 

３．伝達事項 

①セルフＢＯＸへ第 4回理事会議事録を入れてお 

ります。 

②クリスマス家族会の出欠がまだの方はよろしく

お願い致します。 

③次回例会は 12/7（月） 

チャーターメンバー会員卓話 永田武義会員です。 

 

《委員会報告》 

 

三谷秀和 ロータリー財団米山奨学委員長 

今月ロータリー財団委員会の月間ですが、近藤会長、

峯副会長、松尾幹事、福田会員、緒方会員、宮原会員、

蒲池会員、鐘ヶ江会員、村上会員よりご寄付を頂きま

した。心より感謝致します。 

 

茶村亜子 国際奉仕委員長 

今月行っておりました国際奉仕委員会の、題して「世

界の子供達に文房具を届けよう」という活動ですがい

よいよ本日で最終日を迎えました。本日までに 27 名

の皆様より支援をして頂いております。本当にありが

とうございます。早く世界の子供たちの手元に届けた

いのですが、只今メールでやり取りしています。国際

社会支援推進会がこの状況で空輸の問題、ボランティ

アの人数の問題でクリスマスには届かず、2 月くらい

になりそうです。責任をもって送りの作業をし、また

皆様にご報告致します。ありがとうございました。 

 

公門新治 親睦活動委員長 

11 月 26 日にクリスマス家族会と賀寿祝い・新年会に

ついて委員会を開催しました。クリスマス家族会にお

きまして、ハウステンボスでは、感染拡大予防ガイド

ラインに準拠し、取り組みを徹底しているので安心し

てご来場くださいとのことです。 

 

村瀨高広 ＩＭ実行委員長 

①11月10日(火) 鹿島ＲＣから始まったＩＭキャラ

バンが11月19日(木)の佐世保東ＲＣで無事終わる

ことができました。ご協力頂きました船津キャラバ

ン隊長をはじめ、ご参加の皆様ありがとうございま

した。 

②12 月 1 日(火) 第 3 回ＩＭ実行委員会を開催しま

す。委員の皆様よろしくお願い致します。 

③ＩＭとはのペーパーを、セルフボックスに入れてお

ります。宜しくお願い致します。1 月 31 日(日)は

会員の皆様のご協力、ご出席をよろしくお願い致し

ます。 

《ニコニコボックス》  

田中博徳 親睦活動委員 

 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

本日は年次総会です。蒲池芳明指名委員長よろしくお

願い致します。 

次年度に向けての総会ですので会員の皆様、よろしく

お願い致します。 

 

緒方信行君 

本日は年次総会です。蒲池芳明指名委員長始め、皆さ

まのご協力をお願い致します。ＩＭのキャラバンも終了し

ました。 

キャラバンにご協力の皆さま、ありがとうございました。無

事に開催できることを心より祈念いたします。 

 

蒲池芳明君 

前回は皆様から結婚記念日の祝いをして頂きありがとう

ございました。年々と家内の支配力が強く感じる毎日で

す。本日は佐世保北ＲＣの年次総会です。2022～2023

年度の当クラブ会長選任と、2021～2022 年度当クラブ役

員・理事が選任されます。 

会員皆様の期待もありますが、ご協力もお願いしたいと

思います。 

 

渡会祐二君 

本日は年次総会にて、次年度の役員・理事をご審議い

ただきます。次年度に向けて頑張って参りますので、皆

様どうぞよろしくお願い致します。 

 

鐘ヶ江和重君 

11 月 23 日北斗会参加の皆様、お疲れ様でした。メンバ

ーにも恵まれ、優勝することができました。ありがとうござ

います。ニコニコです。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 藤井良介君 

古賀新二君 宮原明夫君 松田信哉君 二ノ宮健君 

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 茶村亜子君 渥美大介君 

村上英毅君 戸畑教幸君 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 野口好太郎君 

本日は蒲池芳明指名委員長による年次総会です。次年

度理事・役員の皆さんが発表されます。 

蒲池委員長宜しくお願いします。 

渡会会長エレクトはじめ理事・役員の皆さん、次年度

スタートですね。 

頑張ってください。 


