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《一年を回顧して》
渡会祐二 会長

最後になりますが、どうぞよろしくお願い致します。
まずは、一年間、会員の皆様には本当にありがとう
ございました。お陰様で無事会長職をやり遂げること
ができました。
前期の振り返りは新年会長挨拶で行いましたので、後
期の振り返りをスライドで一緒にみてまいります。
（たくさんの写真を見ていただきましたが、週報には、
全体写真として、地区大会の写真と衛星クラブ設立式
典の写真を掲載します。
）

この一年間、
スタートは会長幹事交代式の点鐘から
始まりました。
クラブテーマ「新しい時代へクラブの推進力を培お
う」を掲げさせていただきました。悩んだり疲れるこ
ともありましたが、気持ちを奮い立たせてやってまい
りました。たくさんの会員と笑顔で触れ合い、理事役
員に支えられ、皆さんと一年間過ごすことができた、
やりがいのある会長職だったと思います。何より公門
幹事という最高のパートナーに恵まれました。
一年間本当にありがとうございました。
次に、次年度に向けてのメッセージです。
達成できたことは、
★オンライン例会の実施（コロナによる休会なし）
★会員増強
★地区補助金事業 があります。
また、実現できたこととして
★佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ設
立
★福岡東ロータリークラブとの友好締結 がありま
す。

本日の例会

クラブ運営方針（村瀬高広 会長）

次回例会

納涼例会（新入会員歓迎会）（親睦活動委員会）

《幹事報告》
公門新治 幹事
１.例会変更
・佐世保南ＲＣ
6月24日（金）12：30→18：00（新旧役員交代式）

３か年計画として、ホップ（渡会年度）・ステップ
（村瀨年度）
・ジャンプ（松田年度）を掲げました。
次年度以降も同じ気持ちでやっていただければと思
います。
課題もありました。
★会員間の交流の減少
★事業の中止 などです。
そこで、次年度では、新型コロナ前の当たり前を取
り戻すために、
●例会のテーブル・座席の工夫
●活発な委員会活動
●事業の復活・見直し などを実施していただきたい
と思います。
さあ、いよいよ第39代村瀬年度が始まります。
次年度もクラブを楽しんでまいりましょう！！
最後になりますが、一年間ありがとうございまし
た！！

《会長挨拶》
渡会祐二 会長
まずは、ご報告となります。福田俊郎会員より、ク
ラブに100万円のご寄付をいただきました。心よりお
礼申し上げます。今後のクラブ活動のため、有意義に
使わせていただこうと思います。
次に、18日に米山記念奨学委員長セミナーが開催さ
れました。ご参加されました緒方ガバナーノミニー、
村瀨次々年度地区幹事、三谷地区委員、村上次年度委
員長の皆様お疲れ様でした。当クラブの奨学生ミンさ
んと、卒業生のレー君も参加されたとのことです。
次年度に向けてどうぞよろしくお願い致します。
本日は、今年度の最後の例会です。皆様には、一年
間ご協力いただきまして、心よりお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
後ほど卓話で詳しくお話をさせていただこうと思
います。どうぞよろしくお願い致します。

・ハウステンボス佐世保ＲＣ
7月5日（火）
、7月12日（火）12：30～
ホテル吉翠亭（例会場の都合により）
7月19日（火）12：30→18：30～
ホテルヨーロッパレンブラントホール
（創立27周年記念式典・祝賀例会のため）
7月26日（火）12：30→7月27日（火）12：30～
ホテルオークラJRハウステンボス
（佐世保東南RC合同ガバナー公式訪問例会のため）
２.来

信

・ガバナー事務所
ウクライナへの支援活動概要報告のお願い
佐世保北RCロータリー財団災害救援基金送金額
51,340円 442.59$（送金時レートによる）
・佐世保東ＲＣ
第3回佐世保市内8RC会長・幹事会のご案内
日 時：7月13日（水）18：30～
場 所：ホテルオークラJRハウステンボス
12階「パール」
・雲仙・諫早南ＲＣ
雲仙・諫早南RC合併のお知らせ
新クラブ名称：雲仙 諫早南ロータリークラブ
※来期より新しいクラブとして第8グループ
合併日：2022年6月30日
認証日：1970年5月25日
※雲仙RCの認証日としました
例会場：ホテルフラッグス諫早
例会日時：第1・第3月曜日12：30～13：30
３.伝達事項
①本日が今年度最後の例会となります。各請求書
のお支払いがまだの方は、年度内にご入金いただ
きますようお願いいたします。
②6/27（月）は特別休会となっております。例会は
ありませんのでお間違いのないようお願いいた
します。

《委員会報告》
松永祐司

次年度 S.A.A 長

周年に在籍できなくて、大変心残りです。
佐世保北ロータリークラブの末永き発展と会員の皆
様のご活躍を心より祈っております。
船津 学君
6月18日に行われた第6回北斗会取り切り戦で、渡会会
長賞をいただきました。ありがとうございました。石
盛でのハーフベスト37も出てニコニコです。

本日の例会終了後に次年度 S.A.A および次年度親睦
活動委員会で合同委員会を行います。内容は会長幹事
交代式についてです。場所は例会会場で行いますので
ご参加よろしくお願いいたします。
三谷秀和

次年度米山地区委員

6 月 18 日に開催された 2022-23 年度米山記念奨学

委員長セミナーに緒方ガバナーノミニー、村瀨次々年
度地区幹事、村上次年度米山委員長、ミンさんと一緒
に参加しました。米山学友としてレー君も来られてい
ました。

田中博徳君
本日の例会がいよいよ最後の例会となりました。2 年
間と短い間でしたが、皆様には大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。
福田俊郎君 藤井良介君 宮原明夫君 峯 徳秀君
蒲池芳明君 村瀨高広君 松永祐司君 西沢 寛君
井上隆三君 渥美大介君 村上英毅君 内海一洋君
松田亜由美君
本日は今年度最後の例会になります。昨年に引き続き
決断が難しい一年となり、渡会会長はじめ皆様におか
れましてはご苦労が絶えなかった事と思います。心か
ら労いの言葉をお伝えいたします。
S.A.A
松田信哉君 三谷秀和君 近藤竜一君
鐘ヶ江和重君 野口好太郎君
今年一年間、
S.A.A.活動にご協力いただきましてあり
がとうございました。
今年はオンライン例会にも多くの会員が参加してい
ただき、また通常例会にもたくさんの出席をいただき
ましてありがとうございました。次年度は松永 S.A.A.
長のもとでご協力よろしくお願いします。

《ニコニコボックス》
菊永伸生 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
土曜日の米山記念奨学委員長セミナーにご参加の皆
様、お疲れ様でした。
さて、6月20日、今年度最後の例会です。コロナ禍に
よるオンライン例会もありましたが、今日の日を通常
例会で開催できることをうれしく思います。
あっという間の1年間でしたが、会員の皆さんのおか
げで無事にゴールできそうです。感謝申し上げます。
本日は渡会会長の卓話です。
「一年を回顧して」みんなで一年間を振り返ってみま
しょう。渡会会長、最後にきっちり締めてくださいね。
小川 寛君
入会以来、約10年、お世話になりとても感謝しており
ます。緒方ガバナー年度、並びに松田信哉年度の40
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

親睦活動委員会
船津 学君 小西研一君 茶村亜子君 中村祐二君
山下雄弘君 山口貴史君 松尾祐輔君 菊永伸生君
二ノ宮 健君
2021-22年度の渡会会長、緒方副会長、公門幹事、理
事役員の皆様、会員始め関係の皆様、この1年間、コ
ロナ禍もあり、大変、変化の多い年度でした。
心から労いの言葉をお伝えいたします。ご苦労様でし
た。親睦活動委員会は、船津委員長の元、この1年間
一丸となり活動いたしました。
また、次年度の村瀬会長、小西幹事、宮原副会長始め
理事役員の皆様、健康第一によろしくお願いいたしま
す。

本日の合計

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

67,000 円
内海一洋

（記事担当

累計 1,319,000 円
内海一洋）

