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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 新入会員卓話 荒木利恵子 会員         次回例会 第 4回クラブ協議会（地区協議会報告） 

《新入会員卓話》 

    「私の職業」 

          松尾祐輔 会員  
 

佐世保北ロータリーの

皆様、お疲れ様です。今 

回、新入会員卓話をさせ

ていただきます、新日本

食材株式会社の松尾祐輔

(まつお ゆうすけ)と申

します。どうぞ宜しくお

願い致します。 

私は、令和 4 年 1 月に

入会させていただきまし 

たが、新型コロナウィルス感染再拡大の影響によりリ

モートでの例会開催が続き、皆様ともお顔を合わせる

機会が少なく、どこか濛々とした日々を過ごしており

ました。しかし、3 月中旬頃には感染者数も減少傾向

となり、ようやく会場での例会開催が再開され、大変

嬉しく思います。私自身、まだまだ世間知らずで、無

知なところが多く、皆様にご迷惑をお掛けすることも

多々あるかと思いますが、一生懸命学んで、何か会の

お役に立てればと考えております。引き続き、ご指導

の程、宜しくお願い申し上げます。 

さて、今回、新入会員卓話『私の職業』ということ

で、私は、新日本食材株式会社で取締役常務として、 

籍を置かせていただいております。弊社の事業内容と

致しましては“畜産卸業”と“飲食業”を生業とし 

ております。畜産卸業では、食用家畜である豚・牛・ 

鶏の骨をエキスメーカー様に納入させていただいて 

おります。弊社会長である祖父が平成元年に創設し、 

今年で 34 年になります。骨の卸と聞くと一見、ニッ

チな商材と感じられますが、ワールドワイドで活躍さ

れているエキスメーカー様の規模は大きく、物量もそ

れに比例します。そういった大企業とのお付き合いを

通して、全国にある様々なフードサービス企業の下支

えになっているという、やりがいも感じられる仕事で

す。また、別事業と致しまして、中華料理牡丹園とい

う屋号で、飲食店を経営しております。私自身は、畜

産卸業をメインとして業務を行っており、鍋は振って

おりませんが、中華料理牡丹園を贔屓にしていただい

ている方も多く、日頃から感謝の念に堪えません。お

陰様で、創業 49 年を迎えました。これからも町の中

華屋さんとして皆様から愛されるよう精進して参り

ます。 

 

 

《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 

皆様こんにちは。 

まずはご報告と

なります。 

4月 8日金曜日、

海上自衛隊の

「春の集い」に

私が参加してま

いりました。5 月 9 日のゲスト卓話もお願いしてまい

りました。皆様楽しみにしていただければと思います。 

また、4 月 10 日日曜日、大村市の郡地区公民館に

て、地区の米山記念奨学委員会の次年度委員会が開催

され、三谷会員にご参加いただきました。朝早い時間

からご参加いただき、誠にありがとうございました。 

また、あわせて米山記念奨学生およびカウンセラー
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【今  回】会員数  53 名  出席  29 名    欠      席  7 名   出席規定免除会員（8）出席 3 名 ビジター 0 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  51 名  出席  26 名    メークアップ 0 名   出席規定免除会員（8）出席 3 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 



のオリエンテーションが開催され、ミンさんと私が参

加し、二人でしっかりと研修を受けてまいりました。

昨年度に引き続き奨学生に選ばれたミンさん、おめで

とうございます。今年も船津カウンセラーを中心にお

世話をして参りますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

さて、今週の土曜日 4月 16 日は当クラブの創立記

念日となります。 

クラブ創立記念日を迎えるにあたって、チャーターメ

ンバーの皆様から続く当クラブの歴史の重さと責任

を感じております。会長として不足する部分も多く、

チャーターメンバーは勿論、先輩会員、同輩会員、若

手会員、新入会員の皆様から、クラブのためのご意見

をいただくことがございます。ご意見をいただけるこ

とをありがたく思うと同時に、会員の皆様お一人お一

人が当クラブにとってかけがえのない存在であるこ

とを強く感じております。大好きな佐世保北ロータリ

ークラブのため、本年度のクラブテーマである「新し

い時代へクラブの推進力を培おう」の実現のため、残

り 3 ヶ月改めて身を引き締めて務めてまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

また、ご存知のとおり、4 月 16 日は「佐世保北フレ

ンドシップロータリー衛星クラブ」の設立式典が開催

されます。市内 8 クラブの会長幹事会では各クラブの

会長から、また昨日のセミナーではご出席されたパス

トガバナーから、衛星クラブ設立に関して感心・お褒

めのお言葉をいただいております。各クラブが佐世保

北クラブに注目していることを改めて感じることが

できました。このように自分の所属するクラブが評価

されることは、クラブの一員として何より嬉しく感じ

ております 

衛星クラブの設立に関しても、会員の皆様のご理解

とご協力の賜物と感謝しております。チーム北クラブ

一丸となって、衛星クラブをサポートいただければ幸

いです。 

最後になりますが、本日はチャーターメンバーの福

田会員の創立記念卓話の予定でしたが、急遽のご都合

のため、松尾祐輔会員による新入会員卓話となりまし

た。急なお話にもかかわらずご快諾いただき、感謝し

ております。たいへん楽しみにしておりますので、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  

 

・佐世保ＲＣ 

4 月 6 日（水）13 日（水）27 日（水）12：30～ 

九十九島シーサイドテラスホテル&スパ 花みずき 

   4 月 20 日（水）12：30→18：30～ 

ホテルオークラ JR ハウステンボス 

 

・佐世保東南ＲＣ 

4 月 27 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節により） 

 

２．来 信  

  ・国際ロータリー 

 ROTARY 誌 4 月号 

 

・ガバナー事務所  

 ①2022～23 年度ガバナー・元・次期ガバナー懇 

  談会開催通知のご案内予定について（緒方Ｇ宛） 

   日 時：2022 年 7 月 1 日（金） 

11：45～15：00（予定） 

   会 場：グランドプリンスホテル高輪 

       B1「プリンスルーム」 

 

・ガバナーエレクト事務所 

  ①2022～2023 年度地区研修・協議会懇親会中の 

ご連絡（お持ち帰り用お弁当を準備いたします） 

  ②2022～2023 年度地区研修・協議会交通手段お 

   伺い（4/15 まで） 

   

・佐世保ＲＣ 

  2022～2023 年度 第 1 回佐世保市内 8ＲＣ会長・ 

幹事会 議事録、会長幹事一覧表 

    

・佐世保東ＲＣ 

 2021～2022 中央会・北斗会・東雲会対抗戦止 

のお知らせ 

 

３．伝達事項 

① 4/16（土）18 時よりホテルリソル佐世保にて

佐世保フレンドシップロータリー衛星クラブ

設立記念式典・祝賀会を開催いたします。ご出

席の方はよろしくお願い致します。 

② 4/17（日）10 時～17 時までロータリーリーダ

ーシップ研究会（RLI）研修会パートⅡが開催

されます。緒方ガバナーノミニー、村瀨会長エ

レクトよろしくお願い致します。   

③本日の卓話 チャーターメンバー卓話が都合

により変更となりまして、本日は新入会員卓話

「私の職業」松尾祐輔会員です。 

また、4/18（月）次回例会は新入会員卓話「私

の職業」荒木利恵子会員です。 

 

 

《委員会報告》  

小西研一 次年度幹事 

明日 12 日(火)18 時 30 分よりグランドファーストイ

ンにて第1回職業奉仕委員会とRLI推進委員会の合同



本日の合計  32,000 円    累計 933,000 円 

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） 

委員会が開催されます。関係会員はご参集頂きますよ

うお願い申し上げます。 

 

松田信哉 40 代会長ノミニー 

本日例会終了後 40 周年準備委員会を開催します。 

 

 

《財団室ニュース》 

ウクライナ危機へのロータリーの対応 

ロータリーは、ウクライナにおける状況と、人命の喪

失および人道的危機が深刻化していることを深く懸

念しています。私たちは地域に根づいたネットワーク

と数十年にわたる経験を生かし、現地で迅速に行動を

起こしています。 

ロータリー財団は、ロータリー地区が実施している救

援活動を支えるために世界中のロータリー会員や一

般の方々が寄付することのできる正式な窓口を設置

しました。財団は、その主な窓口として災害救援基金

を指定しました。多くの方々からの温かいご支援のお

かげで、3 月 18 日現在、320 万ドル以上のご寄付がこ

の基金に寄せられています。この資金は、災害救援補

助金を申請するロータリー地区に配分され、水、食料、

シェルター、医薬品、衣服といった救援物資を含め、

この危機による難民や被災者の支援に利用されます。 

 

寄付の締め切り 

（ウクライナ支援のためのご寄付は、4月30日まで） 

銀行振込でのご寄付 

4 月末は休日となるため、銀行振込でのご寄付の際は、

4 月 28 日までに着金となるようお早目にお手続きを

お願いいたします。また、寄付送金明細書も 4 月中に

送付をお願いいたします。 

 

寄付送金明細書 

・送っていただいた寄付送金明細書の内容に不備があ

り、寄付者やクラブの担当者へ確認が取れない場合

は、手続きが完了せず 4 月中のご寄付として手続き

ができない場合があります。 

・送金明細書には寄付者の ID 番号を忘れずに記入し、

お振込の前または当日にご提出をお願いいたします。 

 

オンラインでのご寄付、DDF の寄贈 

4月30日までオンラインでお手続きいただけますが、 

ぜひお早目にお手続きをお願いいたします。 

・災害救援基金へのオンライン寄付はこちら 

・DDF のオンライン寄贈フォームはこちら （寄贈後

各種レポートへの反映にお時間をいただいており

ます。） 

 

 

ポリオ根絶達成まであと少し 

2 年余に及ぶ新型コロナウィルスの影響で、社会も 

ロータリー活動にも大きな変化が生じました。その 

中で日本のロータリークラブの皆様には、ロータリ 

ー財団への寄付、人道奉仕活動を継続していただき 

誠にありがとうございます。その中で、あらためて、

ワクチンの重要性を再認識しました。ロータリー財団

の最も重要なプロジェクトは、「ポリオ根絶」であり、

ワクチン接種の継続こそが根絶への鍵であります。達

成まであと少しです。各地区で、10 月 24 日の世界ポ

リオデーにイベントを企画、実施してポリオ根絶にご

協力の程宜しくお願いします。 

 

 

《ニコニコＢＯＸ》 

 山下雄弘 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 

昨日の米山記念奨学カウンセラー・奨学生オリエンテ

ーションに参加頂きました、渡会会長、三谷次年度米

山記念奨学地区委員、そして本日参加のミンさん、お

疲れ様でした。さて、桜の花も散りゆき、葉桜の季節

になりました。本日は、佐世保市内小学校は入学式で

す。我が佐世保北ロータリークラブにも沢山の新入会

員が仲間に加わってくれました。本日は、松尾祐輔会

員による新入会員卓話です。急遽変更となりましたが、

快諾いただき有難うございました。会員一同楽しみに

しています。宜しくお願いします。 

 

松尾祐輔君 

本日は、「私の職業」ということでご紹介させていただく機

会をいただきありがとうございます。大変緊張しておりま

すが、精一杯頑張ります。皆様、本日は宜しくお願い致

します。 

 

永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 宮原明夫君 

峯 徳秀君 村瀨高広君 松田信哉君 松永祐司君 

近藤竜一君 西沢 寛君 井上隆三君 渥美大介君 

村上英毅君 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 

本日は 4 月 2 回目の例会です。松尾会員による新入会

員卓話楽しみにしております。コロナは、第 7 波の気

配をみせていますが、引き続き例会が会場で開催でき

る様に祈念したいと思います 

 

親睦活動委員会 

小西研一君 茶村亜子君 中村祐二君 青井哲夫君 

山下雄弘君 二ノ宮 健君 

本日の松尾会員の卓話、楽しみに拝聴させて頂きます。 


