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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

本日の例会 会員卓話 二ノ宮健会員           次回例会 ゲスト卓話 海上自衛隊佐世保地方総監 

《創立記念卓話》  
  藤井良介 会員 

 

私達の北ロータリークラブは佐世保ＲＣ、佐世保南Ｒ

Ｃ、佐世保東ＲＣ、佐世保西ＲＣについで市内で 5

番目のクラブとして創立されました。会員の設立時の

平均年齢は 44.8 才（現在 58 才）で最年長者 65 才（現

在 81 才）、最年少者は 31 才（現在 35 才）。 

創立から 37 年経つとクラブの年齢も徐々に高齢化し

ている様に思います。 

1998 年（平成 10 年）に 70 名の会員数でしたがその

後は徐々に会員数の減少があります。 

（内訳は病気、家庭の事情、転勤 etc）。 

この 15 年間は 40 名台で推移しています。 

37 年前を振り返り、4 大奉仕のうち国際奉仕、社会奉

仕、職業奉仕について現況報告書、30 周年記念誌を

参考にしながら時系列にスライドにしましたので皆

様と共に当時を振り返り、今後のクラブの参考に又、

クラブの活性化につながればと思います。 

私事で恐縮ですが入会 4 年目にニューヨークのポー

トチェスターロータリークラブに（義理の妹夫婦がニ

ューヨークに住んでいた為）メークアップ出来たのが

今でも鮮明に覚えています。 

この経験もロータリークラブに入会していたおかげ

で貴重なものとなりました。 

今思えば創立から約 1 年はチャーターナイトに向か

って会員一同、初代会長、幹事のかけ声で 1に親睦、

2 に親睦、3、4 がなくて 5に親睦とクラブ一同団結し

て 1 つの目標に向かって一致団結して頑張っていた

様に思います。 

その事がアットホームな私達のクラブの原点であっ

た様に思います。 

私達のクラブも 40 周年目の節目に緒方ガバナーが誕

生して、地区大会 etc、大きなイベントがありますが

会員一同一致団結して成功に終われる事を願ってい

ます。 

 
 

《会長挨拶》 
                近藤竜一 会長 

週末は、親戚の用事で熊本市内へ行ってまいりました。 

日曜日に、熊本震災から 5 年が過ぎ、熊本城天守閣の

修理が終わり一般公開しているということで見学を

してまいりました。修理の足場は撤去され、元の美し

い天守閣に復元されていました。石垣の修復はまだ未

着手で、通れない道が多数ありますので、二の丸公園

からお濠を超えて城の主要部分を見学できる、頑丈な

遊歩道が作られていていました。天気も良くつつじも

満開で、爽快でありました。 

5 年前の震災直後の混乱ぶりは親戚から聞かされて

いましたが、無事に復興できて良かったと思います。 

人出も多く、ゴールデンウィークを先取りしたような

賑わいでした。（要所でアルコール消毒を行うたびに、
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【本  日】 会員  40 名   出席  22 名     欠     席    8 名    出席規定免除会員（10）   出席  6 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】 会員  41 名   出席  26 名    メークアップ   --名    出席規定免除会員（10）   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 



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） 

終息後の佐世保市の賑わいに期待を膨らませました。） 

今日は、藤井会員の創立記念卓話です。よろしくお願

いいたします。 

4 月 18 日はいよいよ IM 本番であります。皆様ご協力

をお願い申し上げます。 

 

《幹事報告》 
           松尾重巳 幹事 

1.例会変更  

 佐世保西ＲＣ  4 月 27 日（火）休会 

（定款第 7 条第 1 節(d)（1）により） 

                           

2.来 信   

・ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 4 月号 

 

 ・ガバナー事務所 

   2021～2022 年度 地区補助金申請･報告書資料 

       

 ・佐世保中央ロータリークラブ 

   佐世保中央ロータリークラブ創立 30 周年記念

誌祝辞寄稿の依頼について   

 

3.伝達事項 

 ①次回例会は会員卓話 二ノ宮健 会員です。      

 
≪委員会報告≫ 

ロータリー情報・公共イメージ委員会 

峯 徳秀 委員 

本日は「ロータリー3 分間情報」の提供及び「ロータ

リーの友」の紹介を同時に行います。今年度の｢ロー

タリーの友」では「ポール・ハリスとロータリー」と

いう連載コミックが毎月掲載されていますが、これは

大村北 RC 所属の佐古亮尊 P ガバナー原作の『ロータ

リーの森を歩く』から引用されています。尚、アニメ

ーションも公開されていますので QR コードにて皆様

のスマホでもご覧になれます。 

本日は「ロータリーの友」3 月号に掲載されている『ロ

ータリーの精神（前半）』を鑑賞して頂きます。来週

4 月 18 日開催のＩＭを目前に控え、入会 3 年未満の

会員にとりましては非常に役立つ情報です。 

https://www.rotary-no-tomo.jp/manga/index.php 

 

IM 実行委員会 村瀨高広 委員長 

4 月 18 日(日）14 時よりインターシティミーティング

が開催されます。北 RC メンバーは 11 時 30 分集合で

す。先発メンバーもいますのでご協力お願い致します。

シャトルバスは 10 時 35 分佐世保みなと口発  

10 時 50 分フラッグス着（後は 1 時間おき※14 時はあ

りません） 

次年度理事会 公門新治 次年度幹事 

次年度理事会より 2021－2022 年度委員会活動計画書

作成のお願いを各委員長へ配布しております。４月中

の委員会での活動内容決定後、5 月 10 日の締め切り

提出をお願いします。ご協力お願いします。 

 

 
 

≪ニコニコボックス≫ 

親睦活動委員会 田中博徳 委員 

 

近藤竜一 会長 峯 徳秀 副会長 松尾重巳 幹事 

本日の創立記念卓話はチャーターメンバーであられ

ます、藤井良介会員です。謹んで拝聴いたします。 

よろしくお願いいたします。 

今週末 ４月 18 日開催の インターシティミーティ

ンは是非、成功させましょう。実行委員会の皆様、準

備方、ありがとうございます。当日は会員の皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

藤井良介君 

本日は創立記念卓話担当です。つたない話ですが、37

年前を思い出しながら、前半のスライドは総論として、4

大奉仕について、後半は各論として、クラブ設立より 10

年間の映像を通して話したいと思います。宜しくお願い

致します。 

 

相良一三君 

皆様、お久しぶりです。今日は藤井先生の卓話と聞いて

出席致しました。感動の卓話を期待しています。 

 

平石晃一君 永田武義君 古賀新二君 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

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 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 

鐘ヶ江和重君 野口好太郎君  

本日は創立記念卓話です。チャーターメンバーである

藤井良介会員宜しくお願いします。 

会員歴が浅い会員も多いので、会員一同楽しみに拝聴

致します。 

今日は二ノ宮 健君の誕生日でもあります。おめでと

うございます。 

本日の合計 31,000 円 累計 590,000 円 


