
《2023-2024 年度地区大会実行委員会》 

 

『ガバナーの仕事と地区大会について』 

富田耕司 実行委員長 

近藤竜一 実行副委員長 

 

 
 

●北クラブは創立以来、各方面よりガバナー

を引き受けてほしいという依頼がありました

が、なかなか答えることができていませんで

した。 

 

●今度緒方ガバナーがノミニ ーとして指名

を受けています。大変名誉なことであると同

時に、責任の重さを感じておられると思いま

す。また会員各位もしっかりサポートする必

要があります。 

 

●ガバナーは、今年度のノミニーから来年度

はエレクト(直前ガバナー) になり、そしてガ

バナーとなります。 

今も地区における研修等で忙しいことと思わ

れますが、エレクトになれば準備のため多く

の実動が要求されます。 

またガバナーになると国際ロータリーの一員

としての行動が要求されます。 

 

●エレクトの時期に国際協議会に出席して研

修を受けます。( 1 月中旬) また早い時期に地

区のリーダーを選任し、2 月 19 日(日)に地区

チーム研修セミナーを実施し、3 月 1 9 日(日)

に P E T S (会長エレクト研修セミナー)を、

4 月 23 日(日)頃に地区研修協議会を実施しま

す。 

ガバナー年度になると直ちに56クラブの公式

訪問がスタートします。 

 

●その他の多くの行事の中でも、地区大会は

ガバナーにとって最大の事業となります。 

地区大会を無事に成功させて、創立 40 周年を

迎えたいと思います。 

会員全員の協力が必要です。 
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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

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 



●地区大会は、近年は本会議のみで行われて

いますが、緒方ガバナー年度は通常の形に戻

ると考えて準備する必要があります。 

 
 

●スケジュールとプログラムを作成して、検 

討資料としてみました。 

・第 1 日目(金) 

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 

（ホテルオークラ JR ハウステンボス） 

本会議準備・リハーサル 

(アルカス佐世保) 

 

 

 

 

・第 2 日目(土) 

直前リハーサル本会議 

(アルカス佐世保) 

 記念懇親会 

(ホテルオークラ JR ハウステンボス) 

 

・第 3 日目（日） 

 エクスカーション（ゴルフ） 

 

時間的余裕がなく、調整してもタイトな内容

となります。 

各部門の詰めはこれからですが、ご協力よろ

しくお願いします。



《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 

県内の新型コロナの新規感染者数が落ち着いたこ

とを反映し、ようやく佐世保市のレベルも 1 に下が

りました。そこで、今日の例会から早速通常の食事を

しながらの例会となります。当たり前の例会のやり方

を忘れるくらい久々ですが、コロナ対策はしっかりと

行いつつ、例会を楽しんでまいりましょう。 

まずはご報告いたします。本日 11 時 30 分より、緒方

ガバナーノミニー事務所のお祓いの神事が厳かに行

われました。事務所は永田会員のＮビルの 2階です。

富田会員の事業所が工事を行われており、とてもきれ

いな事務所でした。これから皆さんもお伺いすること

になると思いますが、ぜひ場所を覚えておいてくださ

い。 

さて、10 月 30 日土曜日に船津会員の日本土地家屋

調査士会連合会九州ブロック協議会長就任、および渥

美会員の株式会社サン・ホールディングス代表取締役

社長就任の祝賀会が開催されました。お二人には改め

ておめでとうございます。 

また、納涼例会が中止になったために行えていなかっ

た青井会員、山下会員の新入会員歓迎会も同時に開催

されました。ご入会を改めて歓迎いたします。 

大いに盛り上がり、会員間の交流を図ることができた

素晴らしい会合だったと思います。久しぶりにこれぞ

佐世保北クラブという時間を過ごさせていただきま

した。参加された皆様も同じお気持ちではなかったで

しょうか。 

入念な段取りを用意いただいた公門幹事、また二ノ

宮・小西副委員長をはじめとした親睦活動委員会の皆

様、本当にありがとうございます。 

会長として、これからも新型コロナの状況を見つつ、

積極的に今回のような会を開催していきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願い致します。 

次に、11 月 27 日の地区大会については、全員登録を

いただき誠にありがとうございます。当日は、地区大

会を経験していない会員には是非実際に大会に出席

いただき、地区大会を実感するとともに、他のクラブ

の方たちとの交流も図っていただければ幸いです。当

日の移動手段等は、幹事より改めて皆様にご案内する

ことになると思いますので、どうぞよろしくお願い致

します。 

本日は、地区大会実行委員会による卓話になります。

急遽のプログラム変更にも関わらず富田委員長・近藤

副委員長にはご対応いただき、感謝しております。こ

れまでの準備状況等を会員の皆様にしっかりとお伝

えいただきますようお願い致します。 

 

 
 

《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

1.例会変更  

・佐世保ＲＣ  

11 月 10 日（水）12：30→18：30～ 

（例会後 新会員歓迎会）  

 11 月 17 日（水）12：30～ 通常例会 

（ホテルフラッグス九十九島） 

 11 月 24 日（水）12:30～  通常例会 

（ホテルフラッグス九十九島） 

    ※例会場が 12/1 まで新型コロナワクチン接種会

場として利用されるため 

 

 ・佐世保東ＲＣ 

  11 月 11 日（木）12：30～ 

11 月 7 日（日） 12：00～ 

 梅ヶ枝酒蔵（秋季行事開催のため） 

  11 月 4 日（木）、11 月 25 日（木） 休会 

（定款第 7条第 1 節（ｄ）―（1）により） 

  

・佐世保中央ＲＣ 

 11 月 11 日（木）18：30～ シネマ BOX 太陽

（映画例会のため） 

  

・佐世保東南ＲＣ 

 11 月 3 日（水）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 

  新型コロナウイルス感染症に関する事務所対の 

件（お知らせ） 

 

 ・国際ロータリー日本事務局 

  在宅勤務延長のお知らせ 

11 月 1 日（月）～11 月 30 日（火） 

     

 ・ガバナー事務所 

  ①RI 日本事務局 財団室 NEWS 2021 年 11 月号 

②バギオだより 2021 年 11 月号 

③2021～22年度第50回ロータリー研究会バス運 

行に関してのアンケートご協力のお願い 

（緒方ＧＮ） 

  ④ガバナー月信 11 月号 

 

3.伝達事項 

11/8（月）次回例会は新入会員卓話 

山下雄弘 会員です。 

 
 
 



《今月の誕生祝》 

S.18.11.11  永田武義 君 

S.27.11. 1  相良一三 君  

S.59.11.20  早田貴志 君 

 S.50.11.26  内海一洋 君 

 

 

《今月の結婚祝い》 

S.53.11.27  福田俊郎・三和 夫妻 

S.45.11.22  富田耕司・路子 夫妻  

S.56.11.23  蒲池芳明・眞三枝夫妻 

H.20.11.22  村瀬高広・美希夫妻 

S.48.11.10  二ノ宮 健・澄子夫妻 

H.13.11.24  松田亜由美・延之夫妻 

H. 7.11. 8  井上隆三・智子夫妻 

H. 9.11.16   戸畑教幸・江梨沙夫妻 

H.23.11. 3  青井哲夫・桂 夫妻 

   

  

《委員会報告》 

 

 村瀬高広 ロータリー情報委員長  

本日例会終了後、委員会を開催いたします。対象の

方はよろしくお願いします。 
 

 藤井良介ロータリー財団・米山記念奨学委員長  

10 月は米山月間、11 月はロータリー財団月間です。 

この度は多額の寄付をして頂きありがとうございま

した。 

●ロータリー財団 寄付者 
◇ ベネファクター 1 名 

渡会 祐二 会長 
 

◇ 年次寄付 7 名 
緒方 信行 会員 
宮原 明夫 会員 
近藤 竜一 会員 
公門 新治 会員 
藤井 良介 会員 
三谷 秀和 会員 
鐘ヶ江和重 会員 

 
●米山記念奨学会 寄付者 7 名 

舩津  学  会員 
松田 信哉 会員 
村上 英毅 会員 
蒲池 芳明 会員 
松永 祐司 会員 
西沢  寛  会員 
小西 研一 会員 

 

 

《ＲＩニュース》 

レクトが持続可能なプロジェクトへのロータリー補

助金 9,700 万ドルを約束 

有名アーチストが勢ぞろいしたグローバルイベント

で世界的な問題への行動を呼びかける 

9 月 25 日、ジェニファー・ジョーンズ国際ロータ

リー会長エレクトがパリ（フランス）での Global 

Citizen Live のステージに登場し、次年度にロータ

リーが持続可能なプロジェクトのために 9,700 万ド

ルの補助金を提供することを約束しました。 

 

24 時間にわたって 6 大陸から中継された Global 

Citizen Live は、世界の人びとをつなげ、地球の保

護、新型コロナ流行の終息、貧困撲滅、すべての子ど

もへの教育、すべての人への公平さと正義のために行

動を呼びかけることを目的としたイベントです。世界

の有名アーチストや著名人、活動家、政府のリーダー

が各地（パリ、ラゴス、ロンドン、ロサンゼルス、ニ

ューヨーク、リオデジャネイロ、ソウル、シドニー）

から参加し、世界的な問題への認識向上と支援の呼び

かけを行いました。 

 

ジョーンズ会長エレクトがロータリーからのコミ

ットメントを発表したパリでは、エッフェル塔近くの

シャン・ド・マルス公園に数千人が集まり、エルトン・

ジョン、エド・シーラン、ブラック・アイド・ピーズ、

クリスティーヌ・アンド・クイーンズ、ドージャ・キ

ャット、アンジェリーク・キジョーといったアーチス



トたちのパフォーマンスに魅了されました。支援を約

束したそのほかのリーダーには、ウルズラ・フォン・

デア・ライエン欧州委員会委員長、エマニュエル・マ

クロン仏大統領、アンヌ・イダルゴ パリ市長などが

います。 

 

パリのメインステージに上がったジョーンズ氏は、

次のように述べました。「毎日、何百万という女児が

安全な水を汲むために数マイルも歩き、何百万という

男児が学校ではなく路上をさまよっています。毎日、

親たちは子どもを養うための糧がなく苦労していま

す。そして毎日、ロータリーのメンバーと Global 

Citizen は、変化を生むために行動できると信じてい

ます」 

 

「今年、私たちは全世界の女児のエンパワメントに取

り組み、若い女性たちに明るい未来への扉を開くこと

に力を注いでいます」とジョーンズ氏。「ロータリー

は今日、2022 年に会員が主導する持続可能なプロジ

ェクトへの補助金 9,700 万ドルの提供を約束し、全

世界の貧困撲滅と地球の保護を支援することへのコ

ミットメントを示します」 

 

スピーチの最後に会長エレクトはこう述べました。

「私たちは、目的をもつ行動人としてGlobal Citizen

と共に立ち上がります」 

詳しく My Rotary をご覧下さい。 

 

 

《ニコニコボックス》 

中村祐二 親睦活動委員 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

先週土曜日は船津さん、渥美さんを祝う会でした。船

津さん渥美さんおめでとうございます。また参加され

た皆様お疲れさまでした。久しぶりの祝いの席で大変

盛り上がりましたね、会員相互の親睦も深まったと思

います。これぞ北 RC という会でしたね。準備進行い

ただきました小西副委員長はじめ、親睦委員会の皆様、

窪田さん本当にご苦労様でした。 
さて、先週金曜日より新型コロナウイルス感染症発生

状況がレベル１に下がりましたので、レベル毎の取り

決めにより本日より通常通りの例会で進行します。長

がったトンネルの出口が見え始めましたね。しかしこ

こで気を緩めずに感染対策はしっかりと取っていき

ましょう。 
本日の卓話は、地区大会実行委員会による委員会卓話

です。緒方ガバナー年度に向けて着々と準備頂いてま

す。会員の皆さんもご協力お願いします。富田実行委

員長、近藤副実行委員長宜しくお願いします。 
 

福田俊郎君 

佐世保北 RC の素晴らしい事業にニコニコいたします。 

 
 
藤井良介君 

本日は地区大会実行委員会の卓話ご苦労様です。 

10 月は米山月間、11 月が財団月間です。今回米山記

念奨学会に 7 名、ロータリー年次寄付に 7 名の方よ

りご寄付いただきました。ありがとうございました。 

 

二ノ宮 健君 

11 月の誕生日と結婚記念のお祝いありがとうござい

ます。 
 
船津 学君 渥美大介君 

10月30日は盛大なお祝いをしていただきまして本当

にありがとうございました。 

久しぶりに皆様が集まる親睦の場であり、とても楽し

かったです。発起人の二ノ宮さんを始め、公門さん、

そして小西さんお世話いただきましてありがとうご

ざいました。深く深くお礼申し上げます。 

北ロータリーの皆様とご一緒に精一杯頑張ってまい

りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願

いいたします 

 
平石晃一君 永田武義君 冨田耕司君 宮原明夫君 

峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀬高広君 松田信哉君 

松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 西沢 寛君 

井上隆三君 戸畑教幸君 田中博徳君 内海一洋君 

松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

先日の船津会員、渥美会員の就任祝い、おめでとうご

ざいました。楽しく観覧できました。 
地区大会実行委員会の卓話、楽しみに拝聴いたします。 
 
親睦活動委員会 

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 中村裕二君 青井哲夫君 山下雄弘君 

先週 30 日（土）のお祝い会にご参加いただきました

皆様、ありがとうございました。カメラ係をお願いし

ました IT 会報委員会の戸畑会員、内海会員、受付を

お願いしました事務局の窪田さん、ご協力、深謝いた

します。尚、次回、親睦活動委員会によるイベントは

12 月 13 日に予定しております「冬の忘年クリスマス

会」となります。出し物はクリスマスにぴったりのマ

ジックショー「船津学一座によるイリュージョン 2」

予定しております。お楽しみに！ 

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  45,000 円  累計 493,000 円  


