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例会日：2021.11.15 

                                        

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 第 2回クラブ協議会（地区大会報告）         次回例会 委員会卓話（RLI 推進委員会） 

《年次総会》 

近藤竜一 指名委員長 

 

S.A.A： 

それでは、只今より佐世保北ロータリークラブ 2021

～2022 年度年次総会を開催致します。慣例により議

長は会長が務めるということになっておりますので、

渡会会長よろしくお願い致します。 

 

渡会会長： 

それでは、年次総会の議長を務めさせて頂きます。よ

ろしくお願い致します。まず始めに総会成立報告を致

します。 

クラブ細則第 5 条第 1節の規定により、本総会の成立

定足数は会員総数 39 名の 1/3 13 名以上です。本日

の出席者総数は 32 名ですので本総会が定足数を満た

しておりますことをご報告致します。 

本総会において皆様にご審議頂く事項は次の議案で

あります。 

●第 1 号議案 2022～2023 年度 当クラブ役員・理 

事選任の件 

 

●その他 

 渡会会長： 

それでは第 1 号議案 2022～2023 年度当クラブ役 

員・理事選任の件につきまして近藤指名委員長より 

ご報告をお願い致します。 

 

近藤委員長： 

指名委員会におきまして慎重に審議致しましたが、 

発表を村瀨高広会長エレクトにお願いしたいと思

います。 

 

村瀨会長エレクト：《役員・理事発表》 

次年度理事・役員の皆様 前方へお越し下さい。 

 

渡会会長： 

次年度役員・理事が発表されました。よろしければ

拍手でのご承認をお願いします。（・・・・・・）

ありがとうございました。 

それでは村瀨会長エレクトよりご挨拶をお願いし

たいと思います。 

 

村瀨会長エレクト：（・・・挨拶・・・）。 

本日例会終了後に第 1回次年度理事・役員会を開催

致しますのでよろしくお願いします。 

 

渡会会長： 

それでは、村瀨次年度会長はじめ次年度理事・役員

の皆さまよろしくお願いいします。また、近藤指名

委員長におかれましては大変お疲れ様でした。 

 

渡会会長：その他ございませんか？ （・・・・・・）

なければ以上をもちまして本年次総会における全
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【前々回】会員数  39 名  出席  24 名    メークアップ 0 名   出席規定免除会員（8）出席 4 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 



ての議案審議が終了致しました。皆様のご協力に感

謝申し上げ、年次総会を閉会致します。それでは

S.A.A にマイクをお返しします。 

 

 

 

《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

 

本日は、嬉しいお知らせが 2 件届いております。 

まず、当クラブが昨年度のロータリー賞を受賞しまし

た。新型コロナのために活動が制限されるなか、見事

に受賞できたことについて、前年度の近藤会長をはじ

めクラブの皆様に深く敬意と感謝を表します。次に、

福田会員が恒久基金認定者の表彰を受けました。心よ

りお慶びを申し上げます。この 2 件については、11

月 27 日の地区大会で登壇の上表彰されるとのことで

す。 

また、その地区大会が迫ってまいりました。公門幹

事から移動の方法についてご連絡がいっているかと

思いますが、乗り合いで行かれる方は事前に打ち合わ

せをお願いします。運転手役の方にはご苦労をおかけ

しますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。な

お、今回は、新型コロナ対策として、送迎バスおよび

昼食会は控えさせていただきました。ご理解いただけ

ればと思います。 

さて、本日 11 月 15 日は良い遺言（いいいごん）の

日ですので、遺言についてお話をします。 

遺言についての法律相談はコンスタントに来ます。そ

の目的は、自分の遺志を後世に残したいというだけで

なく、残されたご家族が不安になったり、混乱しない

ようにというものが多いです。 

遺言の大切なポイントとして 2 つあります。 

一つ目は、遺言の方法です。大きく自筆証書遺言と公

正証書遺言の 2 つがありますが、弁護士としては公正

証書遺言をお薦めします。自筆証書遺言のトラブルで

多いのが、本当に故人の意思で書かれたものなのか、

偽造や無理矢理書かせたものではないかというもの

です。公正証書遺言であれば、ほぼそのようなトラブ

ルは起こりませんので、安全に遺言が実施されること

になります。手間や費用はややかかりますが、遺言作

成の場合にはぜひ公証人役場で公正証書遺言を作成

されてください。なお、法律の改正で、自筆証書遺言

について法務局が保管してくれるサービスが始まり

ました。第三者による変造の危険をなくすなど一定の

効果がありますので、興味のある方はお尋ねください。 

二つ目は遺言の内容です。遺言で可能なことや不可能

なことは法律で決められていますし、遺留分（いりゅ

うぶん）といって配偶者やお子さんなどの相続する方

の最低の権利を保証する制度があり、それに反する部

分は遺言の実現ができなくなる場合があります。せっ

かく作成した遺言も実施できなくては意味がありま

せん。実際に遺言を作成するときは、市販の書籍やネ

ットで確認するといいと思います。もちろん、弁護士

に相談いただくこともできますのでご活用ください。 

本日は、次年度の村瀬年度に向けての総会となります。

ホップステップジャンプのステップに向けて、素晴ら

しい組閣になると思っております。皆様、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 

 

・松浦ＲＣ 

 11 月 17 日（水）12：30～ 

 松浦文化会館(除草作業のため) 

 

２．来 信  

 

・国際ロータリー 

 ROTARY 11 月号 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

①感謝状（礼状）〔松田（信）会員、蒲池会員 

  船津会員、松永会員、西沢会員、村上会員 

  小西会員〕 

  佐世保北 RC 第 36 回米山功労クラブ 

 ②ハイライトよねやま Vol.260（皆さんのセルフ 

BOX へ入れております） 



・ロータリーの友事務所 

 機関雑誌「ロータリーの友」購読数についてのお願 

い。 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 メジャードナー認証回答書式 宮原明夫 会員 

 メジャードナー レベル 1 

 

・公財）ロータリー日本財団 

 寄付明細書 

※確定申告用寄附金領収証は 1 月末に送付されま 

  す。 

・ガバナー事務所 

①第 3 回諮問委員会ならびに上村ガバナーエレク 

 トご夫妻壮行会開催のご案内（緒方 GN ご夫妻宛） 

  日 時：12 月 15 日（水）17 時～会議 

18 時～壮行会 

   場 所：ザ・ホテル長崎 BW ﾌﾟﾚﾐｱｺﾚｸｼｮﾝ 3F 

②2021 学年度 米山学友会「総会・交流会」のご

案内（緒方 GN、船津カウンセラー宛） 

  日 時：12 月 12 日（日）12：30～15：30 

受付 12：00～ 

  場 所：ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館） 

 ③第 2740 地区 My Rotary 登録状況について 

  登録 100 パーセントクラブ：雲仙 RC 

佐世保北 RC 

 

・地区大会事務局 

 ①会場周辺地図について 

（ご参加の方へ配布いたします） 

  ※今回無料駐車場はございませんので近隣の駐 

車場をご利用下さい 

 ②地区大会表彰について 

  ◇「ロータリー賞受賞クラブ」（昨年度の活動に 

対しての受賞） 

  ◇「恒久基金認定者」福田俊郎会員 

   表彰日時：11 月 27 日（土）「本会議 第 2 部 

 表彰の時間」 

 

３．伝達事項 

 

 ①11/18（木）18：30 よりグランドファーストイン 

佐世保にて第 5 回理事会を開催いたします。 

②11/17（水）18：30 よりグランドファーストイン 

佐世保にて第 5 回市内 8ＲＣ会長・幹事会が開催 

されます。 

③11/21（日）14：00 よりＬ&Ｌホテルセンリュウ 

にて 2022 学年度米山記念奨学生面接官オリエン 

テーションが開催されます。緒方ノミニー、村瀨 

会員よろしくお願い致します。 

④11/22（月）の例会は特別休会となっております

のでお間違いのないようお願い致します。 

  11/25（月）次回例会は第 2 回クラブ協議会（地

区大会報告）です。 

⑤11/27（土）は長崎出島メッセにて地区大会です。 

ご参加の方はよろしくお願い致します。 

  皆さん当日は気をつけてお越しください。 

 

《委員会報告》 

 

 藤井良介ロータリー財団・米山記念奨学委員長 

ロータリー米山記念奨学会より表彰品が届いており

ます。 

今回は 1 回目寄附者の米山功労者 3 名 

（村上会員、西沢会員、小西会員） 

米山功労者マルチプル 4 名 

（蒲池会員、松田信会員、松永会員、船津会員）です。 

確定申告用の領収書は後日届きます。 

 

 

 

 船津 学 米山記念奨学生カウンセラー 

明日、11 月 16 日（火）19 時 00 分～20 時 00 分の FM

させぼ「ちづるの部屋」というラジオ番組に、米山奨

学生のミンさんと一緒に出演してきます。よかったら

聴いてください。はっぴぃ FM87.3 です。 

 
蒲池芳明 公共イメージ雑誌文献委員長  

11 月 14 日、国際ロータリー第 2740 地区 公共イメー

ジセミナーが開催されました 



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  37,000 円    累計 561,000 円 

13:00 より公門新治公共イメージ地区委員の司会進

行でスタートし、原田徹公共イメージ地区委員、塚崎

寛ガバナー、千葉憲哉地区研修リーダーの挨拶のあと

山下皓三第 3 地区ロータリー公共イメージコーディ

ネーターの基調講演「公共イメージ向上とクラブ活性

化」がありました。 

 

①クラブの事、そしてロータリーで行っている活動を

地域の人々に伝える事が大切 

②ボランティア団体と力を合わせて活動する事 

③ロータリーの事をロータリアンはよく知る事 

④そのために公共イメージ委員会の主な責務は会員

に伝える事にある 

 「クラブの現況・どうあるべきか」等、クラブの公 

共イメージを形作り、地域社会の人々にどの様に伝

えるかを考える。新しい公共イメージは、世界を変

える、ロータリーの未来を創る様な、次世代に繋げ

るものとして欲しい 

 

14:05 より 

（イ）原田徹公共イメージ地区委員長より公共イメー

委員会活動方針について 30 分 

●2740 地区ホームページをリニューアルしている 

●身近な広報の実践を S N S と連携し奉仕活動実例

集を発信している 

（ロ）芦塚義幸公共イメージ地区委員会よりロータリ

ーショーケースとブランドリソースセンターの

活用について 10 分 

（ハ）辻村去介公共イメージ地区委員より既存のメデ

ィアの活動について 10 分 

 

14:55 より 

上村春甫ガバナーエレクトより講評 

 

15:00 より 

公門新治公共イメージ地区委員より閉会挨拶 

 

 
 

《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 

土曜日の地区 RLI 推進委員会と昨日の地区公共イメ

ージセミナーに参加の皆さんお疲れ様でした。 

さて、本日の例会は年次総会です。2022～2023 年村

瀬年度の理事・役員の発表があります。早いもので、

渡会年度も半期が過ぎようとしており、ほっとしてお

ります。 

指名委員会の近藤委員長、そして村瀬会長エレクトよ

ろしくお願いします。 

 

蒲池芳明君 

前回、結婚記念日を祝って頂きありがとうごございま

した。今回で 40 周年を迎える事ができました。毎年

でありますが、11 月 23 日は勤労感謝の日です。50

周年の金婚式まで、共に働き続けられる事を願ってお

す。本当にありがとうございました。 

本日は年次総会です。村瀬会長エレクト、次年度はど

うぞ宜しくお願いします。 

 
村瀨高広君 

本日は年次総会です。会員の皆さま宜しくお願い致し

ます。 
 
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 

藤井良介君 宮原明夫君 峯 徳秀君 松田信哉君 

二ノ宮健君 松永祐司君 近藤竜一君 船津 学君 

西沢 寛君 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 中村祐二君 

鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

本日の年次総会、近藤竜一指名委員長宜しくお願い致

します。 
 

 


