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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会 社会奉仕委員会卓話（小西研一委員長） 次回例会 ゲスト卓話（佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会総務企画部長 宮地秀郎氏） 

《ゲスト卓話》 

「佐世保商工会議所青年部の活動について」 

佐世保商工会議所青年部 

第 39代会長 濵口太一 氏 

 

所信について 

佐世保商工会議所青年部 令和 3 年度第 39 代会長 

濵口太一と申します。偉大なる先輩方がやり遂げてこ

られた会長職を、私のようなものが務まるのかと悩み

ましたが多くの仲間が支えてくれているおかげで今

日を迎えられています。 

令和 3年度スローガンを『人は力なり』としました。

その理由は、様々な活動をするときには、必ず人が必

要です。人の力が必要です。そこで、「人」に焦点を

当て、人対人の関係が何より重要だと考え、このスロ

ーガンをもとに活動しております。また、この団体が

取り組んでいる事業や自己研鑽活動などを通じ、行政

機関や他団体からも評価をえられるようにしないと

いけないと思っております。 

 

このスローガンのテーマを軸に 6 つの基本方針で進

めております。 

 

①会員増強活動（100名を目指す） 

②研修活動（会員を講師とし研修） 

③提言活動（新たなる提言と検証） 

④事業活動 

（させぼシーサイドフェスティバルの企画・運営） 

⑤ビジョン推進活動（2年目となるビジョンを推進） 

⑥会員資質向上活動（一人一人が当事者意識） 

 主な取り組みな内容は 

 会員増強活動では、力あふれる団体とする為、会員

数 100名を目指して会員拡大に取り組む。12月例会

にて 100名達成。 

 

 昨年度に引続き、佐世保市に対して政策提言を行う

べく提言委員会を設置し、佐世保の発展に貢献できる

提言の取りまとめに向けて調査、研究を行う。3月提

出予定。 

 令和2年度に作成した3ヵ年のビジョンの中間年度

として、よりビジョンの推進を図り、青年経済団体と

して事業活動を進める。 

 させぼシーサイドフェスティバルは、コロナウイル

スの影響もあり、10 月 3 日に相浦陸上競技場をメイ

ン会場として市内 10ヶ所からの花火の打ち上げを行

いました。 

 令和 3年度は、このような内容で進めております。

人の力が集まり、その力を発揮できるより強い団体を

目指してまいります。 
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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 8名 ビジター 0 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  42 名  出席  26 名    メークアップ 0名   出席規定免除会員（8）出席 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 

  

 

 

 



 

 

 

《会長挨拶》 

渡会祐二 会長

 

本日もオンラインでの例会となりますが，皆様のお

顔を見ることができ大変嬉しく思います。どうぞよろ

しくお願い致します。 

まずは，本日お忙しい中お越しいただきました，佐

世保商工会議所青年部第３９代会長の濵口太一様の

ご来訪を心より歓迎いたします。久しぶりのゲスト卓

話ですので，会員一同楽しみにしております。オンラ

イン例会ということでご準備も難しいところがあっ

たかとは思いますが，どうぞよろしくお願い致します。 

さて、先週開催の予定だった家庭集会は残念ながら

中止となりました。この会合は，ロータリー情報委員

会が中心に，毎年２～３回の頻度で開催しております。

今回に向けてご準備いただいていた村瀬委員長，宮原

会員にはまた次の機会にぜひよろしくお願い致しま

す。 

ところで，「家庭集会」という言葉から，会員のご

家族が参加されるようなイメージを持つ方もおられ

るかもしれませんが，そうではありません。その起源

は，会員の自宅の暖炉を少数のロータリアンが囲んで，

ロータリークラブについては勿論，その他さまざまな

事柄についてみんなが自由な雰囲気で話し合い、お互

いの会話を楽しみ、相互扶助と親睦を深め合うことを

目的に始まったといわれています。暖炉を囲んでいた

ということから，「炉辺談話」が本来の名称のようで

す。したがって，あくまで会員間の会合となります。 

当クラブでは，ベテランの会員や，ときには外部の

ロータリアンをお呼びし，ロータリーについてお話を

いただき，若手の会員の学びと交流の場としています。

したがいまして，新入会員の方をはじめ，入会から３

年未満の方には，積極的に出席をお願いしています。

堅苦しい雰囲気ではなく，食べたり飲んだりしながら

和やかな雰囲気で行われますので，次回のご案内の際

にはお気軽に参加してください。 

ちなみに，会場として永田会員の烏帽子の別荘をお

借りすることがありますが，建物に暖炉が設置されて

おり，本当の意味での「炉辺談話」を経験することが

できます。 

現在の新型コロナの状況が収まり，家庭集会が改め

て開催されることを楽しみに待っております。 

 

《幹事報告》 

           公門新治 幹事 



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  6,000 円    累計 787,000 円 

 

１． 例会変更 

 

・松浦ＲＣ 

2月 2日（水）、2月 9日（水）、2月 23日（水） 

休会（クラブ定款第 8条第 1節（ｃ）） 

 2月 16日（水）12：30～13：00 短縮例会 

 

・佐世保ＲＣ 

2 月 9日（水）休会（定款第 7条第 1 節（d）（3）） 

 

・佐世保南ＲＣ 

2月 4日、18日、25日（金） 

休会（定款第 7条第 1節（d）（3）） 

 

・佐世保東ＲＣ 

2月 3日（木）、2月 17日（木） 

休会（定款第 7条第 1節（d）（3）） 

 2月 10（木）休会（定款第 7条第 1節（d）（1）） 

 

・佐世保中央ＲＣ 

2月 3日、10日（木）休会 

（定款第 7条第 1節（d）（3）） 

 

２．来 信 

 

・ガバナー事務所 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

 ①寄付金免税申告用領収証〔税額控除に係る照明 

  書写し付〕ご自身で住所をご記入下さい 

  ②寄付のお礼状 

  ③免税領収証№一覧表 

   ※寄付をいただきました方には①、②を郵送い 

たします。 

・国際ロータリー日本事務局 

①1月クラブ請求書遅延のお知らせ 

 ②RI日本事務局財団室 NEWS 2022年 2月号  

 

・ガバナー事務所 

①LINE詐欺注意 被害発生周知について 

（皆さんへメールにてお送りしております） 

②2022学年度 米山記念奨学生プレオリエンテー 

ションのご案内（奨学生宛） 

日 時：2月 20日（日）13：30集合 

14：00～16：00 

  会 場：L&L ホテルセンリュウ 

 

・ガバナーエレクト事務所 

2022～2023年度 会長エレクト・次期幹事研修セ 

ミナー追加資料について 

「クラブを成功に導くリーダーシップ：幹事編」 

・NPO法人 チーム・フォー・バイ・フォー 

 News4×4 1月号  

 

３．伝達事項 

次回例会は 2/7（月）社会奉仕委員会卓話「ひとり

親家庭支援事業について」小西研一委員長です。 

オンライン例会となりますので、ご案内を後ほどメ

ールと FAXにてお送りいたします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

公門新治 幹事 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

本日は、佐世保商工会議所青年部 第 39 代会長 濵

口太一様ご来訪誠にありがとうございます。 

本日は久し振りのゲスト卓話です。折角お越し頂きま

したが、オンライン例会ということで多くの会員と対

面できずに残念です。その分、会員一同しっかりと拝

聴させていただきます。どうぞ宜しくお願いします。 
 

 

 


