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仲間づくり
★新しい仲間を迎え活性化する
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会員卓話（村瀬高広 会員）
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皆様、こんにちは。本日は本年度のクラブ運営方針
の発表になります。
本年度のクラブテーマは「新しい時代へクラブの推
進力を培おう（つちかおう）」としました。また、本
年度は、2023-2024 年度のガバナー輩出・地区大会、
クラブ 40 周年に向けての基礎となる年度です。ホッ
プ・ステップ・ジャンプの『ホップ』の年度として，
意識づけてください。
以上のとおりですので、
会員の皆様には本年のクラ
ブ運営方針について、十分にご理解いただき、ご協力
のほどよろしくお願い致します。
一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

推進力
★会員がクラブを楽しめる
★会員が佐世保北 RC に所属することを誇りに思える
こと

FAX 0956-22-1201

4名

《クラブ運営方針》
渡会祐二 会長
2021～2022 年度
クラブテーマについて
2021-2022 年度 佐世保北クラブテーマ
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」

新しい時代
★コロナによる例会の変化
【2023-2024 年度】
★初のガバナー輩出・地区大会
★クラブ 40 周年
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★OB 会の設立・活用（情報収集）
★地区大会・40 周年に向けて，渡会年度で 45 名
★村瀬年度で 50 名体制
以上「会員増強・職業分類・会員選考」
親睦の充実
★開催が減少した懇親・交流の場を回復
★家族会の実施（40 周年・地区大会に向けて家族の
理解・協力が重要）
★例会の工夫・充実
★コロナ休会ではなく、
オンライン例会等の工夫で交
流を維持
以上「出席・プログラム・親睦活動・SAA・IT 会報」
ロータリーを学ぶ
★ロータリーを知ることでロータリーライフをより
楽しめる。
★家庭集会の実施や職場訪問・ファシリティーズの導
入など
以上「ロータリー情報・職業奉仕・RLI 推進」
北クラブを学ぶ
★これまでの北クラブの歴史を学ぶことで，クラブの
会員であることの意義・良さを実感する
以上「国際奉仕・ロータリー財団」
事業実施と認知度向上
★各事業の実施によりロータリー活動を楽しむ。また、
クラブを外部に認知してもらい評価を受けること
で、会員がクラブを誇りに思うことができる
★各種事業の実施、マスコミへの投げかけ
以上「公共イメージ・社会奉仕・青少年奉仕」
次回例会

新入会員卓話（青井哲夫 会員）

40 周年・地区大会に向けての中期計画の
策定準備委員会の設置
以上「パスト会長会・戦略計画委員会・準備委員会」

しれませんが、そのときは遠慮なく周りの会員にお声
がけください。一緒に佐世保北ロータリークラブを楽
しんでいきましょう。
本日は、盛りだくさんのプログラムですし、後ほど卓
話で私の話を差し上げますので、これにて会長挨拶を
終わらせていただきます。ありがとうございました。

《幹事報告》
公門新治

幹事

１． 例会変更

渡会年度
村瀬年度
⇑
ホップの年度です！

40 周年

《会長挨拶》

・佐世保東ＲＣ
7 月 29 日（木）12：30→18：30～
ファーストイン早岐（新旧委員交代式のため）
7 月 2 日（木）休会
（定款第 7 条第 1 節（d）の（1）により）
２．来

信

渡会祐二 会長
・国際ロータリー
ザ・ロータリアン 7 月号
・国際ロータリー日本事務局
①日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ
②2021 年 7 月ロータリーレートのお知らせ
③RI 米国本部・日本事務局より「新年度のご挨拶
と My ROTARY の最近の機能についてのご案内」

まずは、先日の新旧会長幹事交代式を盛大に開催いた
だき、誠にありがとうございました。
会員の皆さんからたくさんのエールをいただき、公門
幹事と共に身の引き締まる思いです。感謝申し上げま
す。
本日は本年度の佐世保北ロータリークラブの第 1 回
例会となります。いよいよ新しい年度が始まりました。
会長として一生懸命務めさせていただきますので、ど
うぞよろしくお願い致します。
これから例会ごとにご挨拶をさせていただくことに
なりますが、できるだけコンパクトに、ためになるお
話ができればと思っております。
さて、第１回目から嬉しい例会となりました。それは、
3 名の新入会員をお迎えできることになったからで
す。
中島 寛（なかじま ひろし）さん、青井哲夫（あおい
てつお）さん、山下雄弘（やました ゆうこう）さん、
ようこそ佐世保北ロータリークラブへ。会員一同、心
より歓迎いたします。最初はとまどうこともあるかも

・ガバナー事務所
①2021～2022 年度 ガバナー事務所開設のご案内
〒850-0045 長崎市宝町 2-26
ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション内
TEL：095-895-5330 FAX：095-825-8587
E-mail：ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp
執務時間：10：00～17：00（月～金） ※土・日・
祝日は休ませて頂きます。
事務局長：高田 昌一郎 副事務局長：増井 直実
事務局員：山本 倫代
③2021～22 年度ならびに 2022～23 年度 主要行事
予定について（緒方ガバナーノミニー宛）
④「第 2740 地区 ロータリー奉仕デー 環境美化
プロジェクト」日本ロータリー環境保全統一事業
協力依頼について
⑤米山記念奨学委員長セミナーご出席のお礼
⑥ホームページリニューアルのお知らせ
http://rotary2740.jp/
⑦ガバナー月信 7 月号
⑧地区研修・協議会冊子の中の地区組織図案（P.54）
誤りのため訂正シール送付貼り付けのお願い
⑨地区名簿送付（会長、幹事、地区役員 緒方 GN、

地区委員 峯・小川・公門、事務局、計 7 冊）
⑩地区名簿訂正のお知らせ
雲仙 RC・・・ 例会日：月 2 回に変更
開催日：第 1・3 土曜日 例会場：雲仙ゴルフ場
例会時間：12：30～13：30
佐世保南 RC・・7/1 メールアドレス変更）
新：d6g_571218@ssrc14964.jp
島原南 RC・・7/1 メールアドレス変更）
新：sunholdings-isahaya@beach.ocn.ne.jp
佐賀空港 RC・・7/1 メールアドレス変更）
新：tamo-tsu@luck.ocn.ne.jp
・2021～2022 年度 地区大会事務局
2021～2022 年度 地区大会事務局開設のご案内
〒850-0045 長崎市宝町 2-26
ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション内
TEL：095-895-5330
FAX：095-825-8587
E-mail：ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp
執務時間：10：00～17：00（月～金）
※土・日・祝日は休ませて頂きます。
事務局長：高田 昌一郎 副事務局長：増井 直実
事務局員：濱添なおみ
・2020～2021 年度 ガバナー事務所
2020～2021 年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
（御礼）
※7/1～8/末日まで直前ガバナー事務所（直前ガバ
ナー事務所は 8/13～17 日（火）まで夏季休業）
・佐世保南ＲＣ
2021～2022 年度「クラブ現況と活動計画書
前年度活動実績報告書」

③各ご案内の出欠は準備の都合上、
期日までにご提出
いただくようお願いいたします。
④次回例会は 7/12（月）12：30～より会員卓話
村瀨高広会員です。
《今月の誕生祝い》
S.36. 7. 1 峯 徳秀 君
S.30. 7.10 中島 寛 君

S.43. 7. 5 松永祐司 君
S.49. 7.21 青井哲夫 君

《委員会報告》
村瀨高広 ガバナー準備委員
本日、18：30 より、グランドファーストイン佐世保
で、第二回ガバナー準備委員会を開催します。出席者
の方は、よろしくお願いします。
蒲池芳明 公共イメージ・雑誌文献委員長
ロータリーの友事務所より伝達が入っております。
「極力第一例会日にクラブへお届けできるように制
作していきます。万一遅れる場合は別途で案内します」
今後の状況により、対応も見直しつつ進めますが、ご
連絡やご案内が遅れる場合も想定されます。その際は、
ご了承ください。
私たち佐世保北 RC としましては、第二週目にロータ
リーの友に目を通していただけますよう考えており
ます。
皆様には興味ある記事や、知っていただきたい内容を
お伝えできますよう取り組んでまいりますので、よろ
しくお願いします。

《ニコニコボックス》
船津

学 親睦活動委員長

・佐世保東南ＲＣ
2021～2022 年度「クラブ現況と活動計画
前年度活動実績報告書」
・公財）佐世保地域文化事業財団
アルカス SASEBO COMPASS 夏号
３．伝達事項
①7/7（水）17 時～よりザ・ホテル長崎 BW プレミア
コレクション 3F にて第 1 回諮問委員会ならびに花
島ガバナー、迎地区幹事の慰労会が開催されます。
緒方ガバナーノミニーご夫妻でご出席されます。
②本日、皆さまのセルフ BOX へ上期会費請求書、クラ
ブ現況報告書、北 RC 定款・細則、を入れておりま
すのでご確認お願い致します。 また、名刺を注文
された委員長には、名刺を入れております。

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
本日より 2021-2022 年度が始まります。コロナ禍の中
ではありますが、第一回目の例会は会員の皆さんと顔
を会わせて行いたいと思い、例会場で開催としました。
沢山の出席ありがとうございます。
また、先日の新旧幹事交代式でも、皆さま大変ありが
とうございました。

近藤竜一会長、峯 徳秀副会長、松尾重巳幹事 1 年間
お疲れ様でした。
新型コロナウイルス感染症は、まだまだ予断を許さな
い状況ではありますが、
コロナに打ち勝つ 1 年にした
いですね。
会員の皆様、1 年間宜しくお願いいたします。
また、本日入会されます中島 寛さん、青井哲夫さん、
山下雄弘さん、ようこそ佐世保北ロータリークラブへ。
一緒にロータリーを楽しんでいきましょう。

青井哲夫君
本日からの入会です。よろしくお願いします。
山下雄弘君
本日から入会させていただきます。
よろしくお願いし
ます。

峯 徳秀君 松永祐司君
本日は誕生日のお祝いありがとうございます。
渡会会
長、公門幹事の新しい門出をお祝い申し上げます。
平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君
古賀新二君 宮原明夫君 蒲池芳明君 村瀨高広君
西沢 寛君 井上隆三君 渥美大介君 戸畑教幸君
内海一洋君
いよいよ新年度の幕開けですね。
先週の会長幹事交代式も無事に終わり、渡会会長年度
の大切な例会ですね。
コロナ禍の中ですが、ホップ・ステップ・ジャンプの
ホップの第一歩を踏み出しましょう。
新入会員の青井哲夫さん、山下雄弘さん、佐世保北ロ
ータリークラブへようこそ。
Ｓ.Ａ.Ａ
松田信哉 S.A.A（長） 三谷秀和君 鐘ケ江和重君
田中博和君 野口好太郎君
いよいよ、今日から本年度が始まりました。今年一年
間よろしくお願いいたします。
先週の会長幹事交代式は、皆様のご協力によりスムー
ズに行うことができました。ありがとうございました。
まだまだ、コロナの収束が見通せない状況ではありま
すが、例会場での、換気や消毒をしっかり行い、安心
安全な運営を心掛けていきますので、これからもご理
解とご協力よろしくお願いいたします。
新入会員の青井哲夫さん、山下雄弘さん、入会おめで
とうございます。心から歓迎いたします。
親睦活動委員会
船津 学 委員長 二ノ宮 健君 小西研一君
茶村亜子君 村上英毅君 早田貴志君 中村祐二君
渡会新会長、
公門新幹事いよいよ新年度の始まりです。
今年 1 年間の活躍をお祈りいたします。
新入会員の青井哲夫さん、山下雄弘さん、これからも
よろしくお願いいたします。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

36,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 130,000 円
松田亜由美）

