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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

本日の例会 委員会卓話 ロータリー財団・米山記念奨学委員会      次回例会 創立記念卓話 藤井良介会員 

《会長挨拶》 
                近藤竜一 会長 

 

3 月 26 日社会奉仕委員会によります、「子供たちの安

心、安全のための除菌脱臭器寄贈プロジェクト」を佐

世保市幼稚園協会（古賀久貴会長）加盟 38 幼稚園に

実施いたしました。コロナ不安を少しでも解消して頂

けるように、また、日頃の衛生管理の一助となるよう

にとの思いで、園児の健康管理にお役に立て頂ければ

幸いです。ご参加の皆様お疲れ様でした。松尾幹事、

松永委員長、古賀会員、戸畑会員 限られた時間の中

で、テキパキと段取りをして頂き、感謝申し上げます。

寄贈した殺菌器は、持ち運び便利なポータブルな物で

すが、購入に際しては、松田亜由美会員に大きなご尽

力を頂きました。また、殺菌器の個包装やステッカー

作成に際しては、松田亜由美会員、井上隆三会員にお

世話になりました。1 個 1 個、美しいラッピングに仕

上げて頂きありがとうございました。今日は久しぶり

に会員皆様が一堂に会しての例会です。私を含め、皆

さんも楽しみにされていた事と思います。本日の卓話

は、茶村会員です。よろしくお願いいたします。 

《幹事報告》 
           松尾重巳 幹事 

1.例会変更  

ハウステンボス佐世保 RC  

 4 月 6 日(火) 12：30～ 

→ 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） 

   4 月 27 日（火）12：30～ 

→18：30～ホテルヨーロッパ 吉翠亭        

（夜例会のため） 

 

2.来 信   

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

① 奨学生の世話依頼について 

（2021 学年度奨学金送金カレンダー、委嘱状、

奨学生情報、カウンセラーハンドブック） 

・ガバナー事務所 

  ① 第 4 回諮問委員会開催のご案内 

    日時：4 月 16 日（金） 12 時～食事（随時）  

13 時～会議 

    場所：割烹 清川（鹿島市大字高津原 3590 

        TEL0954-63-2231）     

・ガバナーエレクト事務所 

   ① クラブ奉仕活動事例報告のお願い 

② 2022～2023 年度 ガバナー補佐選出のお

願い（緒方ガバナー補佐宛） 

 

 3.伝達事項 

 ① 古賀会員の携帯番号がかわりましたのでお知

らせいたします。  

 ②  4/5（月）次回例会はロータリー財団・米山記

念奨学委員会 卓話です。 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

 会長/近藤竜一  幹事/松尾重巳   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  41 名   出席  26 名     欠     席    5 名    出席規定免除会員（10）   出席  5 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】 会員  42 名   出席  27 名    メークアップ   --名    出席規定免除会員（11）   出席  6 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 



≪委員会報告≫ 

プログラム委員会 渡会祐二委員長 

これまでの緊急休会を受けましてプログラムを変更

しております。変更後のプログラム表をお入れしてお

きますのでご確認をよろしくお願い致します。 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 松永祐司委員長 

3 月 26 日(金)16 時 30 分より、山澄地区公民館 講堂

にて、地区補助金事業であります「子ども達の安心・

安全のための除菌脱臭器寄贈プロジェクト」を行って

まいりました。佐世保私立幼稚園協会加盟の 38 園全

てに除菌脱臭器を 1 台ずつ贈呈してきました。当日は

テレビ佐世保、ＮＣＣテレビ、長崎新聞の取材があり

ました。企画から、当日の準備までお手伝い頂いた皆

様、お疲れ様でした。  

 

ＩＭ実行委員会 村瀨高広委員長 

①3 月 22 日リハーサルにご参加の皆様ありがとうご

ざいます。 

②3 月 29 日(月)本日第 7 回ＩＭ実行委員会を開催致

します。 

③4月5日(月)第8回ＩＭ実行委員会の案内を本日送

ります。ご出席よろしくお願いします。 

④4 月 18 日(日)はインターシティミーティング「ロ

ータリーの扉をひらく」を開催致します。皆様のご参

加そしてご協力をお願い致します。 

 

渡会祐二 次年度会長 

令和 3 年 3月 14 日(日)に、ホテルニュー長崎にて、

会長エレクト研修セミナーが開催されました。緒方Ｇ

ＮＤ（ガバナーノミニーデジグネイト）と、次年度会

長の渡会が出席してまいりました。セミナーの資料は

事務局にございますので、興味のあられる方はそちら

で確認をお願い致します。また、次年度の組織表は来

月の第 1 例会にて配布いたします。あわせてよろしく

お願い致します。 

 

北斗会  船津学幹事 

3 月 13 日(土)佐世保カントリークラブにて、東ＲＣ・

北ＲＣ・中央ＲＣ対抗戦がありました。参加者の皆の

頑張りで団体戦は 2 位でした北斗会の上位 5名は、藤

井・鐘ヶ江・田中・三谷・緒方の 5 名です。その中で

も藤井良介君は全体での 1 位で個人戦優勝という結

果でした。おめでとうございます。 

 

≪ニコニコボックス≫ 

親睦活動委員会 公門新治委員長 

 

近藤竜一会長 峯 徳秀副会長 松尾重巳幹事 

本日は昨年の 12 月 21 日以来の通常例会です。この約

3 ヶ月間にお変わりは無かったでしょうか？また、先

週のオンライン例会にはたくさんの方々にご参加い

ただきありがとうございました。例会の開催方法にも

ある意味、幅が持てたと思います。特に素敵な会場を

ご提供いただいた茶村会員ありがとうございました。

ＩＭリハーサルへの参加もありがとうございました。

先週の 3 月 26 日に開催されました地区補助金事業 

除菌脱臭器の贈呈式にご参加の皆様お疲れ様でした。

子どもたちの住環境に少しでも役立てればと思いま

す。本日は職業奉仕委員会による委員会卓話です。船

津委員長、委員の皆様よろしくお願いします。 

 

平石晃一君 

皆さんお元気ですか。久しぶりの通常例会ですね。これ

からもコロナに負けず頑張って、4 月 18 日のＩＭを皆さん

で成功させよう。 

 

永田武義君 

久しぶりの例会です。皆さんに会えるのが楽しみで、嬉し

くて小学生の修学旅行に行く前日のように眠れませんで

した。 

 

富田耕司君 

例会が久しぶり再開されることに感謝して 

 

藤井良介君 

東田校長先生、転勤とのことで残念ですが佐世保に在

任中はインターアクトの設立の際には力になって頂きあり

がとうございました。また是非とも佐世保に遊びに来てく

ださい。先日の 3 クラブゴルフ対抗戦ではダブルペリアで

個人戦で優勝しました。賞品をいただきごっつぁんです。

ありがとうございました。 

 

宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 松田信哉君 

二ノ宮健君 松永祐司君 公門新治君 東田賢二君 

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 鐘ヶ江和重君  

例会出席の皆さん、お久しぶりです。何か月ぶりの例

会でしょうか、皆さんの元気なお顔が見る事が出来て

嬉しいですね。先日のオンライン例会も良かったです

が、やはりロータリー、顔を合わせるのが一番ですね。

本日は東田会員最終例会日のですね。5 年間お疲れ様

でした。インターアクトやライラでは高専のご協力あ

りがとうございました。そして、レー君も卒業という

ことで、最終例会ですね。レー君おめでとうございま

す。松田カウンセラーお疲れ様でした。東田会員、レ

ー君お二方の今後のご活躍をお祈りします。本日の例

会は職業奉仕委員会担当例会です。職業奉仕委員会の

皆様よろしくお願いします。 

 
 



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 松田亜由美） 

『米山記念奨学生 ﾚｰ・ﾁｭﾝﾊｲ君 感謝の言葉』 

 
『ロータリー財団寄附者への認証状と 

記念ピンバッジ贈呈』 

福田会員(ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ 26 回) 

緒方会員(ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ 17 回) 

近藤会員(ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ）  宮原会員（ＰＨＦ+7） 

峯会員（ＰＨＦ＋2）   蒲池会員（ＰＨＦ+3） 

松尾会員（ＰＨＦ）     鐘ヶ江会員（ＰＨＦ） 

村上会員（ＰＨＦ） 

 

 

 

 

     

 
奉仕プロジェクト

社会奉仕委員会

『子供たちの安

心、安全のための

除菌脱臭器寄贈

プロジェクト』 

 
本日の合計 29,000 円 累計 525,000 円 


