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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 委員会卓話（職業奉仕委員会） 次回例会 ゲスト卓話（佐世保商工会議所第 39 代会長 濱口太一氏） 

《新年会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 

「新しい時代」「推進力」 

 
「仲間づくり」 

 

 
 
「親睦の充実」「オンライン活用」 

 
「ロータリーを学ぶ」 

 
「事業実施と認知度向上」 
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【今  回】会員数  42名  出席  26名    欠      席  8名   出席規定免除会員（8）出席 4名 ビジター 0名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  39名  出席  26名    メークアップ 0名   出席規定免除会員（8）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 



「40 周年・地区大会に向けての中期計画の策定」 

 
「衛星クラブの設立」 

 
「ホップ・ステップ・ジャンプ」 

 
 

 
後期もどうぞよろしくお願い致します！！ 

 

《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

 

新年あけましておめでとうございます。本日は、今

年最初の例会となります。本年もどうぞよろしくお願

い致します。 

まずは今年賀寿を迎えられました、田中会員、蒲池

会員、永田会員、平石会員、改めましておめでとうご

ざいます。また、1 月 8日の新年会には多数の皆様に

ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 

ところで、渥美会員の住むアパートが火事に被災さ

れました。渥美会員とは別の部屋だったということで

すが、いろいろと大変だったとお聞きしました。お見

舞い申し上げます。 

さて、本日は新しい会員 3 名をお迎えすることがで

き、たいへん嬉しい日となりました。福田直美会員、

山口貴史会員、松尾祐輔会員、ようこそ佐世保北ロー

タリークラブへ。心より入会を歓迎いたします。これ

から佐世保北ロータリークラブのメンバーとして、一

緒に楽しんでまいりましょう！ 

現在の新型コロナの感染状況を踏まえ、本日はお弁

当の持ち帰りとさせていただきました。また、本日は

できるだけ時間を短縮して例会を行いたいと思いま

す。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程、

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 

大村東 RC 

長崎インターナショナルホテル 

→千登勢旅館へ例会場変更（1 月より 4 月まで） 

松浦 RC 

1 月 19 日（水）、26 日（水）臨時休会 

（松浦 RC 定款第 8 条第 1 節（ｃ）により） 

 2 月 2 日（水）12：30～13：00 短縮例会 

佐世保南 RC 

1 月 21 日（金）、1月 28 日（金） 休会 

（定款第 7条第 1 節（d）（3）） 

佐世保西 RC 

1 月 18 日（火）18：30～（長寿会の為） 

→ 9：00 飯森神社（長寿祈願のため）

佐世保東南 RC 

1 月 19 日（水） 休会 

（定款第 7条第 1 節（d）（3）） 

ハウステンボス佐世保 RC

1 月 25 日（火）12：30～→18：00～

ホテルヨーロッパ吉翠亭（新年夜例会のため）

２．来 信 

・公財）ロータリー米山記念奨学会

①下期普通寄付金のお願い

②ハイライトよねやま Vol.262

・国際ロータリー

ROTARY 1 月号

・国際ロータリー日本事務局

ＲI 日本事務局財団室 NEWS 2022 年 1 月号

・ガバナー事務所

①ガバナー月信 1月号

②第 25 回日本青少年交換研究会熊本会議のご案

内（緒方ＧＮ宛）

（地区リーダー向けセミナー、熊本ナイト、プレ

コンベンション熊本会議、熊本会議エクスカー

ション）

（1 日目）6月 18 日（土）13：00～16：45 

くまもと森都心プラザ 5 階プラザホール・ホワ

イエ（ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュー

スカイへ移動）18：00～懇親会

（2 日目）6 月 19 日（日）10：00～ 

くまもと森都心プラザ 5 階プラザホール・ホワ 

イエ

③ＲＩ会長杯ワールドゴルフ大会参加人数につ

いて（参加人数返信のお願い）

  ④「クラブ活性化セミナー2022」開催について（緒 

方ＧN 宛） 

日時： 4 月 21 日（木）10：00～17：30 

 22 日（金）10：00～15：20 

場所：JP タワーホール&カンファレンスホール 

1.2.3  4/21 終了後希望者対象懇親会 

・ガバナー事務所

①地区公式ＨＰへの奉仕事例の投稿方法

②地区資金（後期分）送金のお願い

③第 9回全国インターアクト研究会

web（Zoom）開催のご案内 締切 2 月 28 日

日時：4 月 24 日（日）14 時～16 時 30 分

参加方法：Zoom ウェビナー

・各地区インターアクトクラブ代表校の動画に

よる活動報告のお願い 

④ガバナーノミニー・デグジネート選出のご案内

所属クラブ：大村ロータリークラブ

氏名：石坂 和彦（いしざか かずひこ）君

⑤風の便り Vol.7 №5

・ガバナーエレクト事務所

① RLI 研修開催について（村瀨会長エレクト宛)

日時：1 月 23 日（日） 13 時より入室可能

13 時 30 分開始 16 時終了予定 

②2022～23 年度 地区委員推薦のお願い

・佐世保 RC

佐世保ロータリークラブ 70 年史

・佐世保中央 RC

第 6 回佐世保市内 8RC 会長・幹事会延期のご案内

・佐世保市役所土木部土木管理貨管理占用係

道路占用廃止届について（通知）もみじが丘、大

塔の平戸往還案内板撤去 令和 3年 2 月 12 日

・海上自衛隊佐世保総監部

2 月 8 日（火）午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分

アルカス SASEBO 大ホール

・公財）佐世保地域文化事業財団

アルカス SASEBO 情報誌「コンパス 2022 年冬号」 

３．伝達事項 

①本日の例会はコロナ感染防止のため例会後にお

弁当持ち帰りとなります。会場でのお食事はでき

ませんのでご了承下さい

②1/23（日）RLI 研修が 13：30 より Zoom にて開催



されます。村瀨会長エレクトよろしくお願い致し 

ます。 

③次回例会は 1/24（月）委員会卓話「職業奉仕委

員会」です。小川 寛委員長よろしくお願い致し

ます。

《今月の誕生祝い》 

S.22. 1. 6 富田耕司 君 S.20. 1. 2 古賀新二 君

S.31. 1. 2 小川 寛 君  S.33. 1. 5 西沢 寛 君

S.34. 1. 2 中村祐二 君 S.53. 1.14 山口貴史 君

《出席報告》 

出席委員会 西沢寛委員 

《ニコニコボックス》 

親睦活動委員会 二ノ宮 健 副委員長 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。さて、本日は新年第一回

目の例会です。新型コロナウイルス第 6 派が猛威を振

るっておりますが、感染対策を万全に行い、安全に迅

速に例会を進めたいと思いますので、会員の皆様ご協

力をお願いします。 

先日の賀寿祝い新年会に参加された皆様お疲れさま

でした。田中会員、蒲池会員、平石会員、永田会員に

おかれましてはおめでとうございます。また、本日は

新入会員３名の入会式もあります。福田さん、松尾さ

ん、山口さん、ようこそ佐世保北ロータリークラブ

へ！楽しいロータリーライフを共に歩んでいきまし

ょう！本日の卓話は渡会会長の新年会長挨拶です。よ

ろしくお願いします。 

平石晃一君

明けましておめでとうございます。ことし初めての例

会ですね。よろしくお願いいたします。1 月 8日に会

員皆様に傘寿のお祝いをして頂き有難う御座いまし

た。健康に注意しながら頑張って行きます。 

峯 徳秀君

先日の新年会では過年度の還暦祝いをして頂き有難

う御座いました。また、結婚記念日のお花もいただき、

有難う御座いました。

福田俊郎君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

宮原明夫君 村瀨高広君 松田信哉君 二ノ宮健君 

近藤竜一君 船津 学君 西沢 寛君 小西研一君 

井上隆三君 渥美大介君 戸畑教幸君 内海一洋君 

中村祐二君 青井哲夫君 山下雄弘君 

松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

１月誕生日の会員の皆様、結婚記念日の峯会員おめで

とうございます。

新入会の福田直美会員、山口貴史会員、松尾祐輔会員、

ご入会歓迎いたします。

《新入会員挨拶》 

福田直美 会員 



山口貴史 会員 

 
松尾祐輔 会員 

 
2022 年 1 月より 3 名の新入会員（福田直美君、山口

貴史君、松尾祐輔君）がご入会されました。 

ご入会おめでとうございます。末永くよろしくお願い

します。 

 
 

 

令和 4 年 1月 8 日（土）祈願祭及び新年会・賀寿祝い

が開催されました。 

 
《祈願祭》 

於：春日神社 
賀寿対象者：還暦（60 歳）田中博徳君 
      古希（70 歳）蒲池芳明君 
      傘寿（80 歳）平石晃一君、永田武義君 
             

 
 

 

《新年会・賀寿祝い》 

於：グランドファーストイン佐世保 
 
本年の賀寿対象者（平石晃一君、永田武義君、蒲池

芳明君、田中博徳君）に加えて、昨年、コロナ禍の

ためにお祝いできなかった賀寿対象者（峯 徳秀君、

村上英毅君）の還暦のお祝いも執り行われました。 
親睦活動委員会の皆様、ご準備・運営お疲れさまでし

た。 

 
 

◆会長挨拶 

渡会祐二 会長 

 

 

 
 
 
 
 
 



◆賀寿対象者の皆様 

 

田中博徳君 

 

 

平石晃一君 

 

 

永田武義君 

 

 

蒲池芳明君 

 

 

 

村上英毅君 

 

 

峯 徳秀君 

 

 

 

◆米山奨学生 奨学金贈呈 

ドー チュン ミン トゥ さん 

 
 
◆ニコニコボックス 

 

     

 



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 渥美大介） 

本日の合計  32,000 円    累計 770,000 円 

親睦活動委員会 二ノ宮 健 副委員長  

明けましておめでとうございます。賀寿祝いの皆様お

めでとうございます。 

1 月のニコニコ BOX4 回を二ノ宮が担当します。 

私が新入会員の時に担当して以来、何十年ぶり位です。

今月 4 回宜しく御願いします。 

私の持ち時間は約 3 分程度です。本日は新入会員 2

名もお見えですから福岡東南 RC の資料がありました

のでニコニコ BOX の内容説明資料を差し上げます。我

がクラブの金額は基本千円以上です。 

 
渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願いします。 
さて、本日は午前中の春日神社で厄除けの御祈願、午

後の賀寿祝い、新年会とめでたい年明けですね。還暦

の田中博徳会員、古希の蒲池芳明会員、傘寿の平石晃

一会員、永田武義会員おめでとうございます。これか

らもお体を大切に、いつまでも健康でいてください。

会員の皆様はコロナウイルス感染症第 6 波の動向が

気になると思いますが、これまで同様に感染対策を万

全にして過ごされるよう御願いします。このような状

況下ですが、船津親睦活動委員長、他親睦活動委員の

皆さん準備ありがとうございました。本日は宜しくお

願いします。 
 
平石晃一君 永田武義君 

本日、春日神社で傘寿の祈願祭をして下さり有難うご

ざいました。78 歳になったばかりですが、暦の上で

はかぞえ歳で 80 歳になりました。これからもどうぞ

よろしくお願いします。 
 

蒲池芳明君 峯 徳秀君 村上英毅君 田中博徳君 

新年明けましておめでとうございます。本日は、新年

のお祝いの中に賀寿のお祝いをしていただきありが

とうございます。 

 

福田俊郎君 

明けましておめでとうございます。賀寿を迎えられた

皆様おめでとうございます。 

 

富田耕司君 宮原明夫君 村瀨高広君 三谷秀和君

松田信哉君 松永祐司君 井上隆三君 渥美大介君

戸畑教幸君 鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

明けましておめでとうございます。賀寿を迎えられた

皆様、おつかれ様です。 

又、親睦活動委員会の皆様、お疲れ様です。あと半年

宜しくお願いいたします。 

 

 

親睦活動委員会 

船津 学委員長 二ノ宮 健君 小西研一君  

早田貴志君 中村祐二君 青井哲夫君 

ご参席の皆さま、明けましておめでとうございます。 

賀寿対象者の皆様、この度はおめでとうございます。 

皆様のご健康とご多幸を心より祈念致します。新入会 

員の松尾祐輔会員、山口貴史会員のご入会心より歓迎 

いたします。今年度後半も頑張って参りますので宜し 

くお願いします。 

 

事務局 窪田明子君 

明けましておめでとうございます。本日賀寿祝いの皆 

様おめでとうございます。 

会員の皆さま、本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 
◆新年会ニコニコＢＯＸ  

               36,000 円    

累計 738,000 円 

 

 

 


