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Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 忘年家族会                     次回例会 第２回クラブ協議会（半期報告） 

《ロータリー 国際大会の想い出》 

永田武義 会員 

佐世保北ロータリークラブに入会して 6 年目、私が

46 歳の時、当時の北原健二郎会長と都甲泰臣幹事か

ら誘われてアメリカ合衆国オレゴン州のポートラン

ドで開催された国際大会に初めて参加しました。 

見るもの聞くもの、全てが真新しくロータリークラブ

ってこんなに素晴らしいのかと初めて分かりました。 

2 日間姉妹締結していたカニメサ・ロータリークラ

ブの会員のお宅にホームステイをしました。 

日系のご夫婦のお宅で、ポートランド市や家族・

RC・日本を旅行した思い出話を英語で語られましたが

大体 3 分の 1 ぐらいしか分かりませんでした。 

これから出来るだけ参加しようと思い、17 回国際大

会に参加しました。 

その中でも一番感動したのは 2019 年ドイツのハン

ブルグで開催された国際大会に参加する前に、隣国の

ポーランドに 2 日間滞在し、第二次大戦のドイツ・ナ

チスの犠牲になった人々を収容したアウシュヴィッ

ツの施設を見学することでした。今は世界遺産に登録

され全世界から見学者が殺到しています。 

ヨーロッパのほとんどの小学生たちは夏休み（私が

見学した時は夏休み中でした）に見学することが義務

化されているそうです。 

世の中にはこんなむごい行為もあったのかと思わ

ず合掌しました。 

一方、音楽で有名なショパンが育った国で、一番の

目ぬき通りにショパン音楽大学があり、世界の各地か

ら優秀な学生が集まり猛勉強をしているそうです。 

まだまだいい思い出を書きたい事がありますがこの

あたりでペンを止めます。 

会員の皆さまにひと言、ロータリークラブ活動をす

るなかで一度は国際大会に参加して下さい。ロータリ

ークラブで何故全世界の実業家が熱心に活動するの

か理解できます。 

今回 30 分以上も私のお話を聞いていただきありが

とうございました。 
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【本  日】 会員数42名  出席 27名  欠   席  4名   出席規定免除会員 （11） 出席 6名  ビジター0名 出 席 率  --.--％

【前々回】会員数 42 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 



2006 年コペンハーゲン国際大会 

 

2007 年ソルトレークシティー国際大会 

メキシコ・ティワナクでの 2X4 の住居を建設中 

 

 

2019 年ハンブルク国際大会 

 

他、写真はホームページに掲載しています。 

 

 

《会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

10 月は、米山記念奨学月間でした。10 名の方にご

寄付を頂きました。11 月はロータリー財団月間でし

た。9 名の方にご寄付を頂いております。あらためま

して、ご協力頂きました皆様に感謝を申し上げたいと

おもいます。ありがとうございました。 

 佐世保中央ロータリークラブ創立 30 周年記念に際

し、当クラブとしてお祝いをお渡しいたしました。 

佐世保中央ロータリークラブ池永会長より、丁寧な

お礼の言葉を頂戴しております。ご報告申し上げます。 

 今日は、チャーターメンバーである、永田会員の卓

話であります。毎年欠かさず国際大会に出席されてお

ります。今日は、当時の写真を見ながらの卓話です。

以前より楽しみにしておりました。よろしくおねがい

します。 

 

 
《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１．例会変更 

・北松浦ＲＣ 

12 月 8 日（火）12：30→12 月 12 日（土）18：30 

例会場（年度末懇親会のため） 

12 月 29 日（火）休会（定款第 6 条第 1 節） 

 

・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 12 階「パール」 

（クリスマス家族会のため） 

 

・佐世保西ＲＣ 

12 月 22 日（火）12：30→18：30～ 

セントラルホテル佐世保（忘年会のため） 

12 月 29 日（火） 休会（定款第７条第１節） 

 

・佐世保東南ＲＣ 

12 月 16 日（水）19：00～ 

ホテルオークラ 

2 階「さくら」扇の間 (忘年例会のため) 

12 月 30 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節） 

 

１．来 信 

・国際ロータリー 

 ザ・ロータリアン 12 月号 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 ①新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「日本

事務局在抱く勤務」のお知らせ 

  在宅勤務：2020年12月1日（火）～12月28日(月) 

  業務時間：9：30～17：30 

 連絡方法： 電話対応叶わず、メール or FAX で 

お願いします。 

 ②疾病予防と治療月間 リソースのご案内 

 ③My Rotary のリニューアルに伴う修正中の問題に

ついて 

 

・ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 12 月号 

     

 



本日の合計  31,000 円    累計 430,000 円 

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） 

・ガバナー事務所 

 ①ガバナー月信１２月号 

 ②2021 学年度 米山記念奨学生面接試験について 

  日 時：12 月 20 日（日）   

場 所：学校法人 佐賀学園 

（佐賀市駅前2丁目9番10号 TEL0952-31-5401） 

         

・佐世保南ＲＣ 

 2021～2022 年度 ガバナー公式訪問並びにガバナ 

ー補佐訪問日程（案） 

 

３．伝達事項 

①次回例会は 12/14（月）18：30 よりホテルヨーロッ

パレンブラントホールにて開催の忘年クリスマス

家族会です。 

②12 月 21 日（月）例会は第 2 回クラブ協議会(半期

報告)です。委員会報告の提出と当日の発表を各委

員長はよろしくお願い致します。 

 

「世界の子供達に笑顔を！」 

茶村亜子 国際奉仕委員長 

国際奉仕委員会の、世界の子供達に笑顔を！の取り組 

みで、たくさんの会員様からお預かりした文房具を、 

大事に箱詰め致しました。来週、ワールドギフト国際 

社会支援推進会にむけて、送り出します。 

子供達が、笑顔になりますようにと、願いを込め、箱 

詰め作業終了いたしました 

 

 

 

《委員会報告》 

渡会祐二 プログラム委員長 

地区の米山記念奨学委員長の松田洋一様より、コロナ

禍で出前卓話を実施できなかったことから、米山奨学

生 2 名(佐賀北ＲＣのカンボジア出身のヨス・チャラ

ンダさん。雲仙ＲＣのマレーシア出身のリム・チンチ

イさん)の卓話のデータをいただいております。例会

の時間中に見ていただくのは難しいため、事務局にデ

ータをお預けしておきますので、興味のある方は貸し

出しを受けてご覧いただければと思います。よろしく

お願い致します。 

 

S.A.A 親睦活動委員会 

本日例会終了後に事務局に於きまして S.A.A と親睦

活動委員会合同委員会を開催します。該当の皆様よろ

しくお願いします。 

 

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。 

 

 

《ニコニコボックス》  

野口好太郎 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、永田武義会

員による会員卓話です。よろしくお願いします。拝聴

させていただきます。また来週は忘年クリスマス家族

会です。多くの方のご参加をお願いいたします。 

 

永田武義君 

久しぶりの卓話ですが自己満足で聞きづらい話になりま

すが、どうか耳だけを傾けて下さい。どうぞよろしくお願い

します。 

 

富田耕司君 

永田さん、卓話楽しみにしています。 

 

平石晃一君 藤井良介君 緒方信行君 宮原明夫君 

蒲池芳明君 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 

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 

二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

本日の卓話はチャーターメンバー永田会員による会

員卓話です。チャーターメンバーならではのあんな話

こんな話を会員一同期待しています。永田会員よろし

くお願いします。 


