
                                                 

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会  新入会員卓話（青井哲夫 会員）         次回例会 第一回クラブ協議会（小川 信ガバナー補佐） 

《会員卓話》         

「ロータリーは楽しいですよ」 

村瀨高広 会員 

皆さんこんにちは。会員卓話 3 回目の村瀨高広です。 

下手な話ですがよろしくお願いします。 

今日は、「ロータリーは楽しいですよ」としてロータ

リー情報委員会の話もしながらお話させて頂きます。 

ロータリー歴は入会 2010 年（平成 22）年 7月 1日当

時 35 歳でした。在籍は 11 年、自慢は 10 年間 100％

出席です。第 27 代宮原明夫会長、峯 徳秀幹事の素晴

らしい年度に入会をさせて頂きました。 

さらに推薦会員は私の尊敬する緒方信行ガバナーノ

ミニー、二ノ宮 健パスト会長です。 

祖父も父も佐世保東ＲＣです。父は今年 83 歳になり

ますが、現役の会員です。 

会社は、有限会社佐世保大塔自動車学校、株式会社

オネスト、有限会社ダイトウレンタカーを運営してい

ます。 

事業内容は、自動車教習所事業、ホテル事業、レン

タカー事業、不動産賃貸事業などです。 

それでは本題に入ります。 

入会当初は 35 歳、早田貴志さんくらいの年でした。  

なので早田君は若いのにすごいなといつも思ってい

ます。年上の怖そうな人達が沢山いらっしゃいました。

何を話していいかわからない、何をしていいかわから

ない、何が楽しいのか？新入会員心得？？全然わかり

ませんでした。 

クラブ現況報告書85ページ5番目に新入会員(及び

3 年未満の会員)は、クラブ内行事、地区公式行事（地

区大会、ＩＭ等）に 3年間出席義務があります。 

と記載されていたので最初の 1 年間とりあえず何で

も参加しました。 

1 年後くらいからなんだかわからないですがロー

タリーが楽しくなってきました 

苦しい時もありますが仕事も楽しんでやれるよう

になりました。業績も少しずつですが、良くなってき

ました。まだまだですが・・・ 

ロータリークラブ会員の義務 

 ※ロータリー情報ハンドブックに記載 

１．ＲⅠ定款・細則並びにロータリークラブ定款・

細則を順守する事 

２．会費を納入すること 

３．例会に出席すること 

４．新会員を推薦すること 

５．委員会活動、その他のロータリープログラムに

参加すること 

６．雑誌「ザ・ロータリアン」又は「ロータリーの

友」を購読すること 

太文字にしているところは皆さんご存じの 3 大義

務です。 

その他は最初知りませんでした。R情報委員長になり

5 番は大事だと思いました。 

2019～2020 年度第 36 代 蒲池芳明会長年度 幹事 

2020～2021 年度 緒方信行ガバナー補佐ＩＭ実行委

員長などとてもいい経験をさせて頂きました。 

特に幹事は何でも参加させて頂ける非常に特別な役

職でした。1年間勉強になりました。 

初めての事でしたが何もできない私を会員の皆さん

に沢山サポートをして頂きそしていろいろな事を話

したり、教えたりしてもらい自分でも勉強させて頂き

ました。 

この 11 年間、様々な委員会も積極的に参加、活動

しました。 

そしたら、またまた楽しくなってきました。 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

 会長/渡会祐二  幹事/公門新治   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】   会員数  40 名    出席  26 名     欠     席   4 名    出席規定免除会員（8）   出席 6 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】   会員数  39 名    出席  26 名    メークアップ  --名   出席規定免除会員（9）   出席 5 名    修正出席率 --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 

第 1622 回例会 No.2 

例会日：2021.07.12 



まだまだロータリアンとして未熟な私ですがこの

様に考えています。 

私が考えるロータリークラブの楽しさ 

・ 人との出会い、親睦から生まれる友人 

・ 知れば知るほど楽しくなる職業奉仕 

・ 自分の仕事や職業について語り、お互いを理解し

て良い人間関係を作ること 

・ 例会で仕事の出来るプロの人たちに毎回会える

ことで元気、勇気をもらう 

・ とにかく会員の皆さんが優しい 

・ 魅力がいっぱいです。 

 

今年の 5 月に地区大会に緒方信行(当時は)ガバナー

ノミニーデジグネートに随行させて頂きました。 

早田君も行きました。 

皆さんはＷＥＢで会場の中継を見られたと思いま

す。行って良かったです。ロータリーの何が楽しいか

答えの一つを聞くことができました。 

来賓で来られていたＲＩ会長代行の鈴木一作さんの

話で、 

『仕事や経営に緊張と多忙の日々を過ごす中、ロータ

リーでは気を許し合った仲間と奉仕を語り人生を語

る。』 

『仲間やクラブや住民のために知恵と汗と時間と多

少のお金を出し様々な奉仕事業に夢中で取り組む。』 

『なにより、そんな仲間との時間を楽しいと思う。』 

 

『それが、ロータリアン』 

 

いい事言いますねー 

 

なぜ、私達はロータリーが好きなのか？ ロータリア

ンの重み、喜び、魅力、誇りとは？ 

ロータリアンとして、譲れない核心とは？ 

本来ならば出会えない異業種の会員が、ロータリーの

志を共にする仲間となって睦み集う「親睦の喜び」 

仕事やロータリアンとしての在り方を「学ぶ喜び」 

あらゆる機会で社会に貢献する「奉仕の喜び」。 

それらを楽しいと思う少年少女のような「純粋さ」 

自らを「我、道義の職業人たらん」と律し、自らを多

少なりとも立派な人間であると思う「自尊心」。 

 

『ロータリーは、人生を豊かにする！』 

 

この話が聞けただけでも行って良かったと思いまし

た。 

会員の皆さん  

仕事にプライベートにお忙しいと思いますが是非ロ

ータリーの活動に参加してロータリーを楽しんで頂

きたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

佐世保市内の新型コロナの状況は少し落ち着いて

まいりましたが、フェーズは 4 のままですので、本日

はオンライン例会となりました。 

クラブとしては、数えると 7 回目のオンライン例会

です。近藤年度でしっかりと運営方法を確立いただい

たおかげで、会員の皆さんもオンラインでの例会に慣

れていただいていると思います。今年度もオンライン

例会を活用させていただく予定ですので、よろしくお

願い致します。 

ちなみに、緒方ガバナーノミニーからお聞きしたと

ころ、2740 地区でオンライン例会を実施しているク

ラブは、当クラブと諫早北クラブの２つだけとのこと

でした。オンライン例会という新しい方法にも柔軟に

対応ができる当クラブの素晴らしさが実感できます。 

本日は、新入会員の中島 寛さんも初参加いただいて

おります。佐世保北ロータリークラブにようこそご入

会いただきました。青井会員・山下会員も初めてのオ

ンライン例会です。よろしくお願い致します。 

また、本日、故・豊島揆一会員の奥様の幸子様、ご

子息の拓郎様が事務局にご来訪されて、クラブに 100

万円をご寄付いただきました。心より感謝申し上げた

いと思います。詳しくは、後程、公門幹事からご報告

いただきます。 

さて、当クラブでは、本来であれば、毎月第 2 月曜

日は18時30分からの例会となっております。しかし、

新型コロナの影響で、12 月まではお昼間の例会とい

うことで運営させていただくことになっております。

皆様、お間違いのないようにご協力をお願い致します。 

7 月の第 2 例会は、通例、納涼例会・新入会員歓迎会

という形をとり、新しく入った会員の皆様と懇親を深

める機会としておりました。こちらもコロナの影響で

本年は実施できませんでしたが、落ち着きましたら是

非新入会員の皆様の歓迎会を行いたいと思っており

ます。 

本日は村瀬次年度会長の卓話となっております。

久々の卓話だと思いますので、楽しみにしております。

どうぞよろしくお願い致します。 

 



《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

１． 例会変更 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

7 月 27 日（火）12：30→18：30～ 

ホテルヨーロッパ吉翠亭 

創立 26 周年記念夜例会のため（会員のみ） 

 

２．来 信  

・ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 7 月号 

 

・ガバナー事務所 

① 1994～1995 年度 RI2570 地区パストガバナー 

田中一郎様（城戸 RC）訃報 

 ② 公式訪問について（お知らせ） 

  〔訪問者〕  

塚﨑 寛 ガバナー、小川 信ガバナー補佐、 

岡田康信 地区幹事、増井直実 地区副事務局長 

③「ガバナー月信」執筆依頼 

    「ガバナー公式訪問のクラブ報告」（公式訪問 14

日以内 350 文字前後写真と共に提出） 

 ④ ロータリー文庫ＨＰ利用方法 

  ⑤ ロータリー文庫運営協力金減額のお知らせ 

 ⑥ バギオだより Vol.85 

 ⑦「日本のロータリー100 周年ビジョンレポート

2020（本編）をお届けいたします。   

 ⑧ 2021～2022 年度 インターアクト活動認定証

のご案内 

     

・直前ガバナー事務所 

 ① 小冊子送付のご案内 

   ◇2020～2021 年度「会員維持増強物語～ロータ

リーでよかった～」 

   ◇2018～2019 年度「会員増強物語～ベスト 60 人

の心～」 

 ② 2020～2021 年度の地区大会でＲＩ会長代理鈴

木一作氏の「Guy Gundaker から学ぶロータリー」

冊子 

 

・ハウステンボス佐世保 RC 

 2020～2021 年度 

第 8 回佐世保市内 8RC 会長・幹事会のご案内 

 （緒方ガバナー補佐、近藤会長、窪田事務局 出席） 

 

３．伝達事項   

 ① 次回例会は 7/19（月）新入会員卓話 青井哲夫

会員です。予定表では中島寛会員卓話の予定でし

たが、変更になりました。 

② 7 月 19 日（月）の祝日（海の日）は 7 月 22 日（木）

に移動しておりますので、お間違いのないようお

願いいたします。 

※7/23（金）は祝日（スポーツの日）です。 

こちらは 10/11（月）祝日が移動となっております。 

 

 

《委員会報告》 

 

公共イメージ・雑誌文献委員会 蒲池芳明 委員長 

ロータリーの友７月号 案内 

ロータリー友はロータリー会員の心と心を紡ぐ機

関雑誌である。ロータリーの友は言葉や写真により

「ロータリーの心」がロータリーアンの心に響き、思

いやる心を持って生き生きと活動される一助となる

よう編集に努力されています。 

 

横組み 

P6〜7「SERUE TO CHANGE LIVES」奉仕しようみんな

の人生を豊かにするために 2021–22 年度国際ロータ

リーシュカルメータ RI 会長メッセージの記事が載せ

られています。この１年間さらに成長しさらに行動す

る。共に人生で最良の年にしましょう。今年度は皆さ

んの人生を豊かにしましょう。 

P10〜17 シュカールメータ RI 会長の気さくな人柄、

各々に関係ある方々の思いが記事として編集されて

います。是非一読ください。 

P18 今月はロータリー奉仕デーです。2021–22 年度に

少なくとも一回はロータリー奉仕デーのイベントを

計画開催して頂くよう全てのクラブにお願いしたい。

世界でより多くの良いことができる事を願っていま

す。 

P20〜37 2021〜22 年度の全地区がガバナーの紹介

が記載されています。 

P37には第2740地区 塚崎 寛ガバナー（長崎中央RC）

の御夫人との横顔の写真と人物像の紹介が記載され

ています。 

P46 ロータリーの友 電子版の案内があり、電子版へ

のアクセス方法が記載されています。スマホでご覧に

なれます。是非アクセスをして頂ければと思います。 

① いち早く「ロータリーの友」が読める 

② 雑誌がお手元に無くても大丈夫 

③ 外出先での空き時間にも活用できる 

P58〜59 2022 年 6 月 4〜8 日 

アメリカテキサス州ヒューストンでの RI 国際大会の

紹介があります。 

ヒューストンはアメリカで第 4 の都市で人口は 230

万人。アメリカ宇宙開発を牽引してきた NASA のジョ

ンソン宇宙センターがあります。 

現在 全世界ロータリーアン総数 1,198,766 人 

クラブ数 36,782 クラブ 

縦組み 

P4〜8 コロナ後日本がどうあるべきか 



IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 松田亜由美） 

本日の合計   14,000 円    累計 144,000 円 

元国際連合事務次長 明石 康の記事です。 

アメリカ、中国に次ぐ有力な国、注目すべき国として

日本、ドイツが世界中から思われている事、そのため

に日本人はもっと外に目を向けてほしい。 

国際連合は2020年に創設75周年をむかえその流れに

ついて国連が果たした事などが連記されていました。

しかし全ての問題に対し国連を通して解決できなか

った事もある。新型コロナウイルスのような未曾有の

感染症が出現しそれに対し新しい協力体制を呼びか

けられていました。 

日本は近年、色々な天災地変が連続して起き、厳しい

状況が多発していますが、地球的模範で見ると日本は

やはり美しいと言えます。平和で住み良い国であると

言えます。国連の中では日本の役割はかなり大きいも

のになるであろうと強調されていました。 

 

 

米山記念奨学生 ドー チューン ミン トゥさん 

今、コロナで皆さんいろいろ大変だと思います。 
この奨学金をいただく事で生活のバランスがとれて

います。感謝しております。 
これからも、引き続きよろしくお願い致します。 

  
 

《ニコニコボックス》 

代読 公門新治 幹事 

 

佐世保中央ロータリークラブ 商工会議所青年部 OB 

平岩君 馬場君 井手君 岡君 田中君 吉野君 

川島君  現役   馬渡君 

渡会祐二会長、公門新治幹事様の輝かしい一年を祈念

致しましてニコニコします。 

 

 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

本日は今年度初のオンライン例会です。会員の皆様に

おかれましては一堂に会しての例会を楽しみにされ

ていると思いますが、もうしばらくのご迷惑をおかけ

します。ご協力宜しくお願いします。本日は、入会式

に参加できませんでした中島寛さんもオンラインで

参加されています。早く皆さんでお会いしたいですね。

本日の卓話は村瀨高広会員の卓話です。会員一同楽し

んで拝聴させて頂きます。 

 
 

《故・豊島揆一会員の奥様の幸子様よりフレンドシ

ップ基金へご寄付を頂きました。》 

『故 豊島揆一より満身の感謝を込めて』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《リモート例会の様子》 

 

 


