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【今 回】会員数 39名 出席 26名

欠

席 5名

【前々回】会員数 39名 出席 27名

メークアップ 0名

出席規定免除会員（8）出席 5名 ビジター 0名

出

席 率 --.--％

出席規定免除会員（8）出席 6名

修正出席率 --.--％

《忘年クリスマス家族会》
親睦活動委員会
今日は忘年クリスマス家族会です。
ミンさんもベトナムの民俗衣装アオザイでお出迎え

渡会会長 挨拶

佐世保北ロータリーの周年をまとめた PV の放映

続いて、緒方ガバナーノミニーより乾杯の挨拶

本 日 の

累計 124,

本日の例会 第 3 回クラブ協議会（半期報告）

次回例会

特別休会

懇親会の様子
それぞれのテーブルで盛り上がりました

お待ちかね、船津学君、茶村亜子君、そして北ロータ
リーが誇るイリュージョニスト渥美大介君によるス
ペシャルイルージョンショーの開始です

先日の就任祝いのパーティーで大好評であったた
め、皆さまの要望により今回第2弾を開催していただ
きました
今日はどんなイリュージョンが見られるか、
富田耕司
君を筆頭に全員楽しみにしております

まずは空飛ぶリンゴ

なんとリンゴが浮いております！
続いて空中浮遊

あいかわらず、脱出できませんでした～
3 名の方々、楽しいイリュージョンありがとうござい
ました
引き続き、今度はちゃんとしたプロのマジック
九州を代表するマジシャン「マジシャン ドゥー様」
によるマジックショーです
ステージでのパフォーマンスに加え、テーブルにて間
近での技も見せていただき、
驚愕の内容に全員魅了さ
れました

この後、渥美会員の体が浮きました！
一瞬ですが（笑）
最後に大脱出です

テープと鎖でがんじがらめの渥美君
果たして、脱出できるのか！
野口君の手も勝手に動いておりました

緒方ご夫妻が選ばれた靴下も大当たり
その他たくさんのマジックを披露いただきました。
最後に楽しかった会も松田会長ノミニーによる万歳
三唱で無事終了しました

《会長挨拶》
渡会祐二 会長

今年度、栄えある佐世保北ロータリークラブの第 38
代会長を拝命しております、渡会祐二と申します。
まだ 46歳という若輩ではございますが、クラブのた
めに尽力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。
本日は、まずもって多数の会員の奥様にお越しい
ただき誠にありがとうございます。無事本日のクリ
スマス家族会を開催でき、皆様をお迎えできたこと
ラブとしても大変喜ばしいことです。
どうぞごゆっく
は、ク
りお楽しみください。また、福田会員をはじめ、平石
会員・永田会員・富田会員・二ノ宮会員・藤井会員と
多くのチャーターメンバーの皆様にご参加いただき、
たいへん嬉しく思っております。心よりお礼申し上げ
ます。奥様も同席されており、折角の機会ですので、
簡単にクラブの状況をお話しします。
まず、今年度はこれまでに青井会員、山下会員の2名
にご入会いただきました。新型コロナで大変な時代の
中、新しい会員を迎えられたことは、たいへんありが
たく思っております。例会については、オンラインも
活用しつつ会員の皆様の卓話を中心に行ってきまし
た。どの卓話も素晴らしかったですが、個人的には
鐘ヶ江会員の卓話が印象深かったです。
事業について
も、小西会員を中心に元オリンピック選手の山口美咲
さんをお呼びして水泳教室を実現することができまし
た。こちらはマスコミにも取り上げられました。ベト
ナムからの米山記念奨学生のミンさんのお世話もして
おります。
カウンセラーとして船津会員に助力いただ
いております。
今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」にさせていただきました。これは、再
来年、当クラブが 40周年を迎えること、またクラブの
悲願であるガバナーを輩出することを受け、クラブが
新しい時代へ進み始めたものとの思いから決めさせて
いただきました。ガバナーになられる緒方会員は、今
年度の地区大会でご紹介され、壇上でガバナー年度に
向けてのご挨拶をされました。毎週のようにセミナ ー
等にご参加され忙しい日々を送られる姿をみて、
クラ
ブとしても全力で応援してまいりたいと思います。
再
来年に向け、当クラブは渡会年度、村瀬次年度、そし
て 40周年の松田年度を、
「ホップ・ステップ・ジャン
プ」と突き進んでいきたいと考えています。奥様方に
もその合言葉を覚えていただければ幸いです。
地区大
会・40周年事業へ向けて、これからその準備を進めて
まいります。ご家族の皆様にもご迷惑をおかけするこ
とがあるかもしれませんが、何卒、ご理解・ご協力の
ほどよろしくお願い致します。
最後になりますが、お忙しい中、本日のご準備をい
ただきました親睦活動委員会、SAAの皆様にお礼申し
上げます。
皆様本日はどうぞごゆっくり楽しんでください。

《幹事報告》

《ニコニコボックス》
公門新治 幹事

１．例会変更
有田 RC 12月 21日（火）→ 21月26 日（日）
ハウステンボス ホテルヨーロッパ
（クリスマス家族例会のため）
12月 28 日（火）
、令和 4 年 1 月 4 日（火）休会
（定款第 7 条第 1 節により）
1月 11 日（火）12：30→18：00～
（新年初例会開催のため）
２．来信
・ ガバナー事務所
① RI 会長杯ワールドルゴルフ大会のお知らせ
日時：2022 年 2 月 14 日（月）～20 日（日）
のご都合の良い日（曜日・時間帯）でお楽し
み下さい
② 年末年始休業のお知らせ
12 月 29 日（水）～1 月 4 日（火）
３．伝達事項
① 12/16（木）18：30 より『九州料理かこみ庵』
にて第 6 回理事会が開催されます。
今回は会場を変更しておりますのでお間違い
のないようお願い致します。
② 12/15（水）17 時よりザ・ホテル長崎プレミ
アコレクション 3F にて、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
が開催されます。緒方ガバナーノミニーご夫
妻よろしくお願い致します。
③ 12/19（日）9：30 より諫早文化会館にて 2022
学年度 米山記念奨学生面接試験が開催され
ます。緒方ガバナーノミニー、村瀨次々年度
地区幹事、米山奨学生ドーチューンミント ゥ
さんが出席されます。
④ 12/20（月）次回例会は第 3 回クラブ協議会
「半期報告」です。大委員長、小委員長の方々
は報告をお願いします。欠席の方は、必ず代
理をお願い致します。
※半期報告提出がまだの方は本日締切となっ
ておりますのでよろしくお願い致します。
IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介

早田貴志 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
本日は年内最後の大イベント
「忘年クリスマス家族会」
です。大変な時期ではございますが、ご夫人の皆様に
はご参加いただきありがとうございます。
コロナ過に
おきましてご家族の参加出来るイベントの開催も久
し振りです。感染対策は充分に取っておりますので、
楽しい時間をお過ごしください。また、スペシャルイ
リュージョンショーもあるみたいですので、
そちら
もお楽しみください。
短縮例会とクリスマス会の準
備をしていただきました松田信哉SAA長、船津学親
睦活動委員長はじめSAA、親睦活動委員会の皆様、
等ありがとうございました。本日はお世話になります。
準備
よろしくお願いします。
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 蒲池芳明君
松田信哉君 小川 寛君 井上隆三君 渥美大介君
戸畑教幸君 田中博徳君 内海一洋君
鐘ヶ江和重君 野口好太郎君
本日は 2021～2022年度佐世保北ロータリークラブク
リスマス家族会です。ご準備いただいた SAA、親睦活
動委員会の皆様ありがとうございます。
親睦委員会
船津 学君 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 青井哲夫君 山下雄弘君
二ノ宮健君
本日は忘年クリスマス家族会です。
委員会メンバー一
同、本日のイベントに向け準備を進めて参りました。
年末のひとときをみんなで一緒に楽しくお過ごしい
ただけたら幸いです。
事務局 窪田明子君
本日はお世話になります。

委員 / 松田亜由美

本日の合計
戸畑教幸

35,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 665,000 円
戸畑教幸）

