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「第 3 回クラブフォーラム創立 40 周年記念事業フォーラム」
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松田信哉 会長ノミニー

本日は、北RCの創立40周年記念事業のフォーラムで
す。この機会を与えてくださった、峯プログラム委員
長に感謝します。
まずは、周年事業を振り返った動画を懐かしい音楽
にのせて流します。
（動画観覧）
周年事業の動画いかがだったでしょうか。各年度に素
晴らしい式典や事業を行っております。40周年も過去
の周年事業に負けない事業にしたいと思います。

本日の例会

新入会員卓話（私の職業）

次回例会

第5回クラブ協議会（年間報告）公門新治 幹事

40 周年事業の事業計画（案）は、以下のとおりです。

次に、40 周年事業の予算案を披露いたします。

このように、会員から2年度にわたって、1人2万円の
積立てをよろしくお願いいたします。
40年度は、前半に地区大会という大きい事業があり
ますが、現在、ベテラン会員と新入会員が、コロナ禍
で交流が途絶えている中で、交流が深まるように近場
での一泊旅行を兼ねて行いたいと思います。また、グ
ローバル補助金事業も行います。皆さんで盛り上がる
事業を行いたいと思います。
永田40周年実行委員長、峯副実行委員長からのお話

《会長挨拶》

《幹事報告》
渡会祐二 会長

公門新治 幹事
１.来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
世話クラブ補助について
・国際ロータリー日本事務局
RI 日本事務局 財団室ニュース 2022 年 6 月号

いよいよ今年度も残すところあと一ヶ月ほどとな
りました。
6月27日の会長幹事交代式を皮切りにスタートする
村瀬ステップ年度も、着々と準備を進めておられると
ころと思います。とくに、現況報告書の作成はいよい
よ大詰めを迎える時期です。会員の皆様も、原稿の提
出等がありましたら速やかにご協力ください。
例会の回数は本日も入れてあと4回となりますが、
改めて感じるところは、
やはりロータリーの基本は例
会にあるということです。
今年度は、新型コロナの影響もあり、前期はたくさ
んの会員の方に卓話をしていただきました。各会員か
らのお話を聞くと、知っているようで知らなかったこ
とがたくさん発見できたと感じます。同じ業種の団体
であれば、どうしても同じような話題になりがちです。
異業種の集まりだからこそ、自分の知らない世界を知
り、見識を広げられるのです。後期にはゲスト卓話も
開催されるようになり、
更に充実した例会が実施され
ております。
このように毎週、様々なお話を聞けることは、ロー
タリーならではです。例会出席はロータリアンの義務
となっていますが、出席していろいろな卓話を聴ける
ことは、むしろロータリー会員だからこその特典では
ないでしょうか。皆様にもそのことを再認識いただけ
ればと思います。
ちなみに、例会出席については、60％ルールという
のがありますので、最後まで出席することは叶わない
日でも、このルールを活用ください。毎週の会員間の
交流も重要です。
本日は、40周年事業に関してのクラブフォーラムと
なっております。ご担当の松田会長ノミニーが入念な
準備をしてこられました。活発に意見交換をしていた
だき、40周年事業に向けての参考にしていただければ
と思います。

・ガバナー事務所
①「第5回ロータリー平和センターセミナー」
「第20回ロータリー平和セミナー 年次セミナー
ICU 主催オンライン開催のご案内
日 時：6 月 25 日（土）
・10 時 00 分～11 時 30 分 第 1 部
第 5 回ロータリー平和センター・セミナー
方法：Zoom Webinar によるオンライン会議
・12 時 30 分～16 時 30 分 第 2 部
第 20 回ローツァリー平和センター・年次セ
ミナー
方法：別途ご参加申込みの方にICUよりオン
ライン参加のアドレスお知らせ
②2009～2010年度RI2550地区ガバナー森 玄房様
(宇都宮西RC)ご逝去のお知らせ
・ガバナーエレクト事務所
①2022～23 年度 第 1 回ガバナー諮問委員会なら
びに塚﨑ガバナー、岡田地区幹事の慰労会開催
のご案内（緒方ガバナーエレクトご夫妻宛）
日 時：7 月 6 日（土）会議 17：00～18：00
慰労会 18 時～
場 所：ホテルニューオータニ佐賀
②2022～2023 年度 RI 第 3 地域「戦略計画推進
セミナー」開催のご案内（緒方ＧＥ宛）
日 時：7月10日（日）午前10時30分
登録開始 午後3時30分終了予定
会 場：神戸ポートピアホテル 南館 1 階 大輪
田（神戸市中央区港島中町 6 丁目 10-1）
③2022～23 年度 ガバナー公式訪問・クラブ協議
会日程表
佐世保北ＲＣ 8/1（月）クラブ協議会（ガバ
ナー補佐訪問）8/8（月）ガバナー公式訪問
・長崎中央ＲＣ
①インターアクト年次大会のご案内（佐世保高専、
ロータリアン、地区委員宛）
期 日：7 月 30 日（土）10 時開会
会 場：長崎ブリックホール
②「優秀インターアクトクラブ賞」エントリーに
ついてのお願い

・佐世保南ＲＣ
2022～2023 年度 第 2 回佐世保市内 8RC 会長・幹
事会 議事録

《ニコニコボックス》
松尾祐輔 親睦活動委員

・佐世保東ＲＣ
市長表敬訪問のご案内
日
時：7 月 7 日（木）10：00～10：30
集合時間：9：45（時間厳守でお願い致します）
集合場所：佐世保市役所 1 階ロビー
２.伝達事項
①6/6（月）次回例会は新入会員卓話「私の職業」
菊永伸生会員です。

《委員会報告》
近藤竜一

地区大会実行副委員長

2023年 令和5年 緒方ガバナー年度の地区大会
10月27日（金） IR会長代理を迎えての歓迎晩餐会
10月28日（土） アルカス佐世保 本会議、懇親会
10月29日（日） 記念ゴルフ大会、エクスカーション
組織図が出来上がりましたので紹介します。縦割りで
すが、実際の業務は組織横断的な仕事をこなすことに
なります。皆様、宜しくお願い申し上げます。

《国際大会》
アメリカテキサス州ヒューストンでの国際大会へ参
加される永田会員へ、クラブより「いってらっしゃい」
のお気持ちを込めて寸志をお渡ししました。

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
5月最終例会です。昨日まではいい天候でしたが、今
日は梅雨入りも間近の雨雲ですね。
皆さん変わりやす
い天候に体調を崩さないようにお気を付けください。
さて、本日の例会は、第3回クラブフォーラム 『創
立40周年記念事業フォーラム』です。松田信哉会長ノ
ミニーの熱い想いを会員一同しっかりと拝聴させて
いただきます。
古賀新二君
結婚記念の花ありがとうございました。
メディア機器より花が好きな子であって欲しいと語
らうジジババでした。
一つ、二つの「つ」の付く年齢は特別な時期、ロータ
リーの友「子どものメディア漬け」は吉井の田舎でも
同じです。麻薬依存より厄介かも。
松田信哉君
本日は、北RCの創立40周年記念事業のフォーラムです。
フォーラムなので、会員の皆様の活発なご意見を期待
しております。宜しくお願い致します。
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 峯 徳秀君 三谷秀和君 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 村上英毅君 戸畑教幸君 内海一洋君
山下雄弘君 山口貴史君 松尾祐輔君
二ノ宮 健君 松田亜由美君 鐘ケ江和重君
野口好太郎君 荒木利恵子君
本日の第三回クラブフォーラム「創立40周年記念事業
フォーラム」松田信哉会長ノミニーの卓話、楽しみに
拝聴させていただきます。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

36,000 円
内海一洋

（記事担当

累計 1,170,000 円
戸畑教幸）

