
                                       第1664回例会 No. 2  

例会日：2022.07.11 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 会員卓話（永田武義 会員）        次回例会 第 1回クラブ協議会（橋口佳周 G補佐訪問） 

《会長挨拶》 

村瀨高広 会長 

 

 

みなさん、こんばんは！ 

先週、７月７日木曜日に市内８クラブ会長幹事の皆様

と朝長則男佐世保市長を表敬訪問に行ってきました。 

本日は、本年度一人目の新入会員、井手誠博会員を

お迎えでき、大変、うれしく思います。 

心より歓迎します。 

さて、新年度 2 回目の例会になりますが、My ROTARY

について話をしたいと思います。 

皆さま、My ROTARY をご存じでしょうか？ 

My ROTARY はロータリー会員専用のウェブサイトにな

ります。例えば！ロータリーにはいろいろな Word（専

門用語）があります。 

会長エレクト、ガバナー、財団などなどそんなわか

らない Word を調べることができるのが My ROTARY で

す。 

他にも自分のクラブや他のクラブに関する情報は

もちろん、ロータリーの歴史、国際大会、奉仕活動、

必要な資料等をダウンロードすることもできます。 

当クラブは100％登録しており、外部から評価され

ていますが、これは登録をしてメンバーの皆様が利用

していることを前提に評価頂いているものと考えま

す。My ROTARYは便利ですので、是非、みなさんも利

用してみてください。 

ロータリーを知ることから、まずははじめましょう！ 

今日は納涼例会です。 

そして、福田直美会員、山口貴史会員、松尾祐輔会員、

荒木利恵子会員、菊永伸生会員、今井貴文会員、 

井出誠博会員の歓迎会です。 

3年ぶりの開催となりますので楽しんでいきましょう。

親睦活動委員会の皆さんお世話になります。 

 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

１.例会変更 

・佐世保中央RC 

7月28日（木）12：30～ 

ホテルオークラJRハウステンボス1階「鳳凰の間」 

（佐世保東RCとの合同ガバナー公式訪問のため） 

 

・ハウステンボス佐世保RC  

8月9日（火）12：30→18：00～ 

ホテルヨーロッパレンブラントサロン 

（納涼例会のため） 

8月16日（火）休会（定款第7条第1節により） 

8月23日（火）12：30～ ホテルヨーロッパ 

吉翠亭（例会場の都合により） 

8月30日（火）12：30→8月27日（土）12：00～ 

ささいずみ・アルカス佐世保 

（音楽鑑賞例会のため）              
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【今  回】会員数   51名  出席  27名    欠      席  8名   出席規定免除会員（7）出席 2名 ビジター 0名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   53名  出席  30名   メークアップ  0名   出席規定免除会員（7）出席 4名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2022～2023 年度 ＲＩ会長 / ジェニファー・ジョーンズ ガバナー/上村春甫 



２.来 信 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

  2022～2023年度 上期普通寄付金のお願い 

  

・ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 7 月号 

 

・国際ロータリー 

 ROTARY 7 月号 

   

・ガバナー事務所 

 ①第1地域・第2地域・第3地域合同「公共イメ 

ージ向上オンラインセミナー」開催のご案内 

  （緒方Gエレクト宛） 

  日 時：7月30日（土）13：30～16：00 

 ZOOMセミナー 

登録料：無料 

 ②米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用のお願い 

7月29日締切 

  実施予定期間：9月21日～11月末日 

 ③クラブ・地区支援リソース集 

 

・長崎中央RC 

 インターアクト年次大会交通手段についてのご 

確認 

     

・佐世保東 RC 

  ①2022～23年「クラブ現況と活動計画書・前年 

度活動実績報告」 

②第3回市内8RC会長・幹事会延期のご連絡 

 

３.依頼伝達 

①本日、会費請求書（修正版）をセルフBOXへ入 

 れております。先日の請求書とお差し替えをい 

ただきますようお願い致します。 

②7/18（月）祝日休会（海の日）となります。次 

 回例会は7/25（月）会員卓話永田武義会員です。 

③7月25日の例会は、佐世保市の感染段階が2に 

引き上げられたことを受け、このまま状況が変 

 わらなければ、原則、お弁当の持ち帰りとなり 

ます。あらかじめお含みおきください。 

④前回例会で報告させて頂きました佐世保市心 

 身障がい児育成協議会への寄付の締め切りを今 

週末とさせて頂きます。一口100円で何口でも可 

ですので、寄付ご希望の方がいらっしゃいました 

ら、幹事までお知らせください。 

⑤前回アンケートご回答に準じ、週報はどうして 

 も出力を希望される会員の方以外は、クラブHP 

での閲覧をお願いしております。IT会報委員会 

のメンバーは内容の精査、文章と写真の配置バラ 

ンス等、時間をかけて調整し、 終的にアップ 

されています。是非、ご高覧頂きますようお願い 

します。 

 

 

《ロータリーの友 7 月号の紹介》 

公門新治 ロータリー情報委員長 

村瀨年度第1回目のロータリーの友紹介です。 

今回は、新入会員の皆さんが増えてきましたので、

ロータリーの友の作りを説明します。 

◆『ロータリーの友』は、一般社団法人ロータリ 

ーの友事務所によって発行、運営されています。 

日本のロータリー34地区の会員のために、ＲＩ 

の方針や全世界のロータリアンならびにロータ 

リークラブ国内外における各種ロータリー情報 

を掲載することによりロータリー精神の養成、 

ロータリー活動の発展に寄与することを目的と 

しています。 

ちなみに１冊275円です。 

◆左に開いていく横書きの『横組み』と右に開い 

ていく縦書きの『縦組み』から構成されていま 

す。横組みP4にはロータリーの誕生の話、日本 

のロータリーの歴史、2022-23年度のRI会長テー 

マ、ロータリーの目的、四つのテストが毎号掲載 

されています。 

村瀨会長は特にロータリーの目的、四つのテス 

トを大事にされていて、会員の皆さんが常に心 

掛けていただきたいと切望されています。 

◆今年度第１号は、RI会長ジェニファー・ジョー 

ンズさんのメッセージがメインになります。『イ 

マジン・インパクト』会員の皆さんのロータリ 

ーに関わったストーリーをデジタルを活用して 

発信していきましょう。 

 

 

《新入会員 井手誠博 会員》 

 

氏  名：井手誠博（イデ マサヒロ） 

入 会 日：2022 年 7 月 11 日 

職業分類：行政書士 

勤 務 先：行政書士 井手法務事務所 

役  職：代表 

 



IT 会報委員会 委員長 / 松田信哉   委員 / 松田亜由美 松尾祐輔 （記事担当 松田亜由美） 

本日の合計  31,000 円    累計 154,000 円 

《ニコニコボックス》 

松田信哉 親睦活動副委員長 

 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

本日は、納涼例会、新入会員歓迎会です。本日、ご入

会の井手誠博会員の入会を心より歓迎いたしますと

ともに、福田直美会員、山口貴史会員、松尾祐輔会員、

荒木利恵子会員、菊永伸生会員、今井貴文会員のご入

会を改めて歓迎いたします。 
このように集える喜びを噛みしめながら、皆さんと一

緒に楽しいひとときを過ごしましょう！ 
親睦活動委員会の皆さん、よろしくお願いいたします。 
 
峯 徳秀 会員 松永祐司 会員 

先日は誕生日のお祝いありがとうございました。大切に使

わせていただきます。 
 
山口貴史 会員 

本日より井手誠博君、佐世保北ロータリークラブご入

会おめでとうございます。ご入会していただいたので、

私、だいぶニコニコです。 
 
福田俊郎 会員 永田武義 会員 富田耕司 会員 

峯 徳秀 会員 蒲池芳明 会員 渡会祐二 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 

早田貴志 会員 戸畑教幸 会員 中村祐二 会員 

青井哲夫 会員 福田直美 会員 松尾祐輔 会員 

菊永伸生 会員  

鐘ヶ江和重 会員 野口好太郎 会員 

本日は。3年ぶりの納涼例会並びに新入会員歓迎会で

す。また本日入会の井手誠博会員のご入会、心より歓

迎いたします。 

今期がコロナに負けず、積極的に行事を行って行きた

いですね！ 

 

事務局 窪田明子 君 

本日は、お世話になります。 
 

 

 

 

 


