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2022-2023 年度 佐世保北ロータリークラブ
村瀨高広 会長

今年度のジェニファー・ジョーンズ会長は女性初の
ＲＩ会長です。
ロータリーが大きく変わっていく年度と感じてい
ます。
ＲＩテーマは「イマジンロータリー」。
「ロータリーの不思議な力」を発揮し、それをさらに
大きくするためにDEL（多様性、公平さ、インクリュ
ージョン）を踏まえて、積極的に行動することが、ロ
ータリアンに求められています。
RLI（Rotary Leadership Institute）等を活用にし
てクラブの活性化に努めていきます。
また、上村春甫ガバナーは地区テーマを「『想像』
して『創造』しよう・・・・ロータリーで未来を！」
と定められました。コロナ禍が続く中、何ができるか
を想像し、その想像したものが現実となるよう行動す
るときがきています。
さて、佐世保北ロータリークラブは、今年で創立３９
年目を迎えます。
39代会長をさせて頂くことに会員の皆様に心より
納涼例会（新入会員歓迎会）
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感謝します。
2010年7月に入会して11年になります。
私にとってのロータリーライフは「様々なことへのチ
ャレンジが出来る自己研鑽の場」であり自身にとって
無くてはならないものとなりました。
これまで私が経験した佐世保北ロータリークラブの
素晴らしさ伝えていき会員の皆様と一緒に共有して
いきたいと思います。
そして、会員一人一人が、笑顔で楽しくなれるクラブ
にしていきたいと思います。
今年度は、次年度の緒方 信行会員のガバナーご就任、
そして当クラブ創立40周年の年へと繋ぐ大事な年度
になります。
会長を拝命したことに責任と誇りをもち会員の皆
様のご支援、ご協力を賜りながら承前啓後（しょうぜ
んけいご「昔からの物事を受け継ぎ、
未来を切り開く」）
の精神で、佐世保北ロータリークラブの歴史と伝統を
踏まえ、幹事、他理事役員の皆様と共に情熱をもって
取り組んでまいります。
皆さんと一緒に「ロータリーの未来を想像」し、新
たな未来を切り拓いていきましょう！
どうぞよろしくお願い致します。

《会長挨拶》
村瀨高広 会長
諫早北ＲＣより千葉憲哉ＰＧようこそいらっしゃ
いました。緊張が増します。ありがとうございます。
6月27日の交代式では、朝長則男市長、佐世保北フ
レンドシップロータリー衛星クラブの皆さんを迎え、
そして沢山の会員の皆様にご参加頂き、久しぶりにみ
んなで楽しく時間を過ごさせて頂きました。
次回例会

祝日休会

松永祐司ＳＡＡ、早田貴志親睦活動委員長はじめ会
員の皆様本当にありがとうございました。
渡会会長、
公門幹事はじめ理事役員の皆様一年間お
疲れ様でした。最高の年度でした。
本年度第１回の例会です。
私もあらためて会長というこの大役を拝命したこと
に身が引き締まる思いです。
小西幹事と共に一生懸命頑張っていきますのでよろ
しくお願い致します。

《幹事報告》
小西研一 幹事
１.来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
米山記念奨学生「出国中の近況報告」提出方法の変
更について
・ロータリー文庫運営委員会
新年度にあたり各クラブへの文書配信のお願い
ロータリー文庫 HP 利用方法について（会員各位へ
メールにて配信いたします）
・国際ロータリー日本事務局
ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ

（事務局までお知らせください）
③令和 4 年度長崎県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
実施要綱
実施期間：6 月 20 日（月）～7 月 19 日（火）ま
での 1 ケ月間
・佐世保南 RC
2022～2023 「クラブ現況と活動計画書・前年度活
動実績報告」
・佐世保東 RC
佐世保市内8ＲＣ会長・幹事による佐世保市長表敬
訪問プログラム
日 時：7月7日（水）10：00～10：30 表敬訪問
場 所：佐世保市役所5階庁議室
・佐世保西 RC
事務局員交代のお知らせ
現）長濱かおり→ 新）小林 奈津美
事務局開局時間 10：00～14：00
・佐世保東南 RC
2022～2023 「クラブ現況と活動計画書・前年度活
動実績報告」

7 月号

・ガバナー事務所
①公式訪問時のタイムスケジュールについて（お知
らせとご協力のお願い）
②第1回諮問委員会延期のお知らせ
（緒方Ｇエレクト宛）
日 時：7月6日（水）→7月14日（木）に延期
17時～18時 会議、18時～慰労会
場 所：ホテルニューオータニ佐賀
③「第2740地区ロータリー奉仕デー 環境美化プロ
ジェクト」日本ロータリー環境保全統一事業
協力依頼について 開催日：9月11日（日）
④2022～23年度 インターアクト委員会開催通知
（鐘ヶ江 地区インターアクト委員宛）
日 時：7月9日（土）12時～14時
場 所：楊柳亭
⑤2022～2023地区資金（前期）送金のお願い
⑥国際ロータリー青少年交換学生募集について
⑦ガバナー月信7月号
・直前ガバナー事務所
①ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（御礼）7月1日
～8月末まで直前ガバナー事務所となります。
②ＲＩ第2840地区パストガバナー 田中久夫様
出版「ロータリークラブに入ろう」1冊謹呈
購入希望の方は 1冊880円で販売されています。

・佐世保市役所
令和 4 年度佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
会員募集のお願い（セルフＢＯＸへ配布）
・NPO 法人チームフォー・バイ・フォー
①NEWS4×4 6 月号
②団体賛助会員会費納入のお願い
２.伝達事項
①7/7（木）10：00より市内8ＲＣ会長・幹事にて
佐世保市長表敬訪問となっております。
②7/10（日）11：00より神戸ポートピアホテルに
て2022～23年度RI第3地域「戦略計画推進セミ
ナー」が開催されます。
（緒方Gエレクト出席）
③週報の配布等についてのご確認のお願い週報に
ついては極力、当クラブＨＰでの閲覧をお願いし
ます。また、事務局からの各種文書については、
極力、メールでの受け取りをお願いします。
④例会開催ルールとメークアップの取り扱いにつ
いて6月30日に文書を配信しています。
県内感染段階がレベル１であることを踏まえ、会
食を伴う例会を開催します。
今後は、感染状況を見つつ理事会で判断して参り
ます。メークアップ義務については9月末までは
課しません。

⑤配席については指定席となっています。本日ご着
席の席で2ヶ月継続、その後、2ヶ月毎に変更しま
す。テーブル中央に席札を配置しております。一
番上に名前がある方がテーブルマスターになり
ますので、テーブル毎の会話の先導役、クラブフ
ォーラムの際のテーブル毎の意見のとりまとめ
等をお願いします。
⑥事務局の開局時間の変更のお知らせです。7月1
日より当クラブ事務局の開局時間が10時から16
時に変更になりました。12時から13時の間は昼
休みになりますので、ご配慮頂きますようお願い
します。また、これまで休みだった水曜日につき
ましても開局致します。
⑥2022-2023年度現況報告書をセルフボックスの
中に入れております。しっかりと読み込んで頂き
ますようお願いします。
⑦次回7月11日(月)は納涼例会です。場所はセン
トラルホテル佐世保で18時30分からの例会開始
となります。
伝統的に新入会員のお披露目の場と
なっておりますので、皆さまご出席をお願いしま
す。
《今月の誕生祝い》
S.36.7. 1 峯 徳秀
S.43.7. 5 松永祐司
S.49.7.21 青井哲夫
S.45.7.11 福田直美
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会員
会員
会員

《来訪ロータリアン》
・諌早北 RC
千葉憲哉 様
・佐世保中央 RC 前田眞澄 様

香月章彦 様

《委員会報告》
松田信哉 親睦活動副委員長
７月11日の第２例会は、納涼例会をなっております。
始まりは18時30分からですので特に新入会員の方は
間違えないようにお願いいたします。
例会は「短縮」例会となっており、10分程度例会を行
い、その後新入会員の歓迎会となっております。会費
は3,000円で、当日徴収しますのでよろしくお願いい
たします。
緒方信行 職業奉仕委員長
「職業奉仕委員会の第1回職業奉仕セミナーを7月19
日（火）18：30分より、グランドファーストインで開
催します。
多数の出席をお願い致します。

《ＲＩニュース》
ジェニファー・ジョーンズ 2022-23 年度国際ロータ
リー会長はロータリーのストーリーを語ることを強
く望んでいます
2月、アメリカ・テ
キサス州ダラスのホ
テルで開催された会
長エレクト研修セミ
ナー（PETS）でのこ
と。地区別にグルー
プ分けされた参加者
たちが、2022－23年
度国際ロータリー
（RI）会長を務める
ジェニファー・ジョ
ーンズさんとの写真
撮影のため、黄色の
ベストとカウボーイ
ハットといういでた
ちのSAA（会場監督）の案内で、部屋に入ってきまし
た。入室するや否や、ジョーンズ会長エレクトを取り
囲んで握手やグータッチ、ハグと大騒ぎ。時折、歓声
も上がります。写真撮影のたびに、レンジャーと呼ば
れるカウボーイハットのロータリアンたちが立ち位
置を指示し、
前列中央のジョーンズさんが立ち上がっ
て振り向き、後ろに並ぶ参加者を盛り上げます。「こ
の構図が一番キマってる？」。あるグループは、カー
ペットの上で踊り出します。大歓声が上がり、まるで
パーティーみたいな地区も。
カシャ、カシャ、カシャ。
撮影が終わっても、部屋に残って、ジョーンズさん
と夫のニック・クラヤシッチさんと一緒に自撮りをす
る人も。コバルトブルーの服を着た若い女性が、「ロ
ータリーの女性会員のリーダー就任、おめでとうござ
います！」と叫ぶとそこでまた歓声が上がります。ジ
ョーンズさんとグータッチをしてから彼女は部屋を
出ていきました。
「ジェニファーさんは本当に素晴らしいんです。ロッ
クスターみたい」と、この様子を見ていたパストガバ
ナーであるロンダ・ウォールズ・カービーさんは言い
ます。
写真撮影が終了すると、
ジョーンズさんはヒュース
トンで開催される地区大会のオークションに出品予
定の映画「スター・ウォーズ」のコレクターズヘルメ
ットにサイン。映画に出てくるキャラクター・ストー
ムトルーパーのヘルメットをかぶると、まだ部屋にい
たロータリアンたちが一斉にスマートフォンで写真
を撮ります。
詳しくは My Rotary をご覧下さい。

《ニコニコボックス》
松田信哉 親睦活動副委員長

緒方信行 会員
いよいよ、村瀨高広会長、小西研一幹事のスタートで
すね。一年間、身体に気をつけて精一杯頑張ってくだ
さい。千葉憲哉パストガバナーのご来訪を心より歓迎
申し上げます。
また、佐世保北ロータリークラブへの入会を心からお
待ちしております。
蒲池芳明 会員
村瀨会長、小西幹事。今日からいよいよ出港ですね。
いろんな荒波に出会うことがあるかもしれませんが、
お二人の舵取りに会員一同ついて行きます。
安全に航海されるよう心よりお祈りします。

諫早北ロータリークラブ 千葉憲哉パストガバナー
村瀨高広会長、小西研一幹事、ご就任おめでとうござ
います。
先週、緒方ガバナーエレクトが正式に決まりご挨拶を
されました。誠におめでとうございます。
今年は時々、例会でメークアップさせてください。
佐世保中央ロータリークラブ
前田眞澄 会長 香月章彦 幹事
本日は村瀨会長の第１回目の例会に表敬訪問させて
頂きます。
北ロータリークラブさんとはいろいろとお付き合い
をさせて頂いております。
今年一年よろしくお願いいたします。
村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事
諫早北ロータリークラブの千葉憲哉パストガバナー、
佐世保中央ロータリークラブの前田真澄会長、
香月章
彦幹事のご来訪を心より歓迎します。本日は、
2022-2023年度第１回目の例会になります。
「会員ひと
りひとりにスポットライトの当たる例会を目指して、
「承前啓後（伝統を引き継ぎ、未来を切り拓いていく）」
の精神で前進していきたいと思います。
皆さんと一緒に「ロータリーの未来を想像」し、新た
な未来を切り拓いていきましょう！

松永祐司 SAA 長 近藤竜一 SAA 副
渡会祐二 会員 村上英毅 会員 中村祐二 会員
いよいよ新年度が始まります。村瀨会長を盛り上げる
為、SAA 一同精一杯頑張ってまいります。どうぞよろ
しくお願いいたします。
富田耕司 会員 藤井良介 会員 古賀新二 会員
峯 徳秀 会員 三谷秀和 会員 松田信哉 会員
公門新治 会員 西沢 寛 会員 井上隆三 会員
茶村亜子 会員 渥美大介 会員 村上英毅 会員
戸畑教幸 会員 内海一洋 会員 山下雄弘 会員
山口貴史 会員 松尾祐輔 会員 菊永伸生 会員
二ノ宮 健 会員 松田亜由美 会員
鐘ヶ江和重 会員 野口好太郎 会員
荒木利恵子 会員
諫早北ロータリークラブの千葉憲哉パストガバナー、
佐世保中央ロータリークラブの前田真澄会長、
香月章
彦幹事のご来訪、誠にありがとうございます。
いよいよ今日から、村瀨号の出航ですね！！村瀨会長
の指揮と、小西幹事の舵取りを、会員全員大いに期待
しております。
また、村瀨会長らしく、例会場に工夫が見られて、と
ても素晴らしいです。
SAAの皆さん、親睦活動委員の皆さん、今年一年間、
例会の運営大変とは思いますがよろしくお願いいた
します。

福田俊郎 会員
一年間、よろしくお願いいたします。
永田武義 会員
本日のクラブ運営方針は、長い航海の出港日ですね。
村瀨船長、シケる時もあるかもしれませんが、舵取り
をしっかり取って、来年6月、佐世保北ロータリーク
ラブ港に戻られることを祈念します。
IT 会報委員会

委員長 / 松田信哉

一年間よろしくお願いいたします
本日の合計

委員 / 松田亜由美

松尾祐輔

49,000 円
（記事担当

累計 123,000 円
松田亜由美）

