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と題しての卓話です。私も過去にサンアントニオやソ
ルトレイクシティなどご一緒させて頂いたことがあ
り、懐かしい思い出です。
本日、楽しみにしています。
よろしくお願いします。

《幹事報告》
小西研一 幹事
１.例会変更
・佐世保東南RC
7月27日（水）12：30～
（HTB佐世保RCとの合同ガバナー公式訪問）
臨時休会
定款第7条第1節（d）-（3）により
皆さん、こんにちは
暑い日が続いております。
気温が 30 度を超え、湿度も高く非常に不快な日が続
いています。
皆さん、体調はいかがでしょうか？
村瀨会長も体調を崩して休んでいますが、また、元気
に出てこられると思います。
世の中ではコロナが流行ってきて第 7 波に入ってい
ますが、ワクチンも効かないし、行動制限も効かない、
若い人が感染しても無症状のため、
家族を通じて高齢
者に感染してしまう悪い流れができてしまっていま
す。
症状は軽くても感染力が高いということで厄介です。
陽性になると隔離されますので、非常に大変です。
医療もひっ迫してきているので、皆さんも十分に注意
してください。
本日は永田会員の「ロータリー国際大会に参加して」
本日の例会

第 1 回クラブ協議会（橋口佳周 G 補佐訪問）

・ハウステンボス佐世保RC
7月27日（水）12：30～
（佐世保東南RCとの合同ガバナー公式訪問）
臨時休会
定款第7条第1節（d）-（3）により
２.来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
①ハイライトよねやま Vol.268
②カウンセラー所見書式変更のご連絡
・国際ロータリー
①人頭分担金請求書
②ラーニングセンタークラブ役員向けコースの
ご案内
③優れたロータリアンを推薦してください！

次回例会

ガバナー公式訪問（上村春甫ガバナー）

・ガバナー事務所
①2022～2023 年度 地区名簿（会長・幹事・地
区委員 5 名・事務局） エレクトには別途送付
します
②2022～23 年度 公共イメージ委員長セミナー
開催のご案内
（緒方Ｇエレクト、村瀨次年度地区幹事、公門ク
ラブ公共イメージ委員長宛）
日 時：8 月 20 日（土）受付 13：30～
セミナー14：00～16：30 閉会予定
会 場：大村市 中地区公民館
・長崎中央ＲＣ
インターアクト年次大会開催について（ご連絡）
・佐世保西 RC
2022～2023 「クラブ現況と活動計画書・前年度
活動実績報告」
・ハウステンボス佐世保 RC
2022～2023 「クラブ現況と活動計画書・前年度
活動実績報告」
・公財）佐世保地域文化事業財団
①アルカス SASEBO ジュニアオーケストラ 10 周
年記念演奏会のご案内（ご招待）
日 時：8 月 28 日（日）14：00～
場 所：アルカス SASEBO 大ホール
②長崎 OMURA 室内合奏団定期演奏会（ご招待）
日 時：8 月 27 日（土）14：00～
場 所：アルカス SASEBO 中ホール
・海上自衛隊佐世保地方総監部
佐世保音楽隊ファミリーコンサートのご案内
（ご招待）（会長、副会長、幹事宛）
日 時：9 月 10 日（土）午後 2 時～午後 4 時
（開場：午後 1 辞）
会 場：アルカス SASEBO
３.依頼伝達
①佐世保市の感染段階が本日現在、レベル 2-Ⅱと
なっております。クラブ例会運営基準に則り、同
レベルにおいては、お弁当の持ち帰りとなります。
次週以降も出欠連絡のお願いを事務局より配信
します。お弁当の手配がございますので、締め切
りまでにご回答頂きますようお願いします。
②次週第 1666 回例会は、橋口佳周ガバナー補佐訪
問・第 1 回クラブ協議会です。各委員長により今
年度の事業計画を報告頂き、会員皆様にご理解頂
く、大切な位置付けの例会となっていますので、
出席をお願いします。

③先日配布いたしました「クラブ現況と活動計画書・
前年度活動実績報告」の一部に誤りがございました。
本日、皆さまのセルフＢＯＸへ正誤表を入れており
ます。お詫びして訂正いたします。
④7/30（土）
10 時より長崎ブリックホールにて第 2740
地区インターアクト年次大会が開催されます。
（鐘
ヶ江地区委員、茶村インターアクト委員長、村瀨会
長、小西幹事、野口会員、佐世保高専顧問 堂平先
生出席）
⑤7 月 11 日に開催されました納涼例会の週報がクラ
ブＨＰにアップされています。福田会員の誕生会の
様子や井手会員の入会式で凛々しい姿、鐘ヶ江会員
がピースしている写真等、楽しい様子が掲載されて
いますので、是非、ご覧ください。インターネット
で「佐世保北ロータリークラブ」で検索、最新情報・
トピックスの１番上に掲載されています。

《アメリカ・テキサス州・ヒューストンで開催され
たロータリークラブ国際大会に参加して》
永田武義 会員
2022 年 6 月 5 日～8 日まで開催されたロータリークラ
ブ国際大会 アメリカ・テキサス州・ヒューストンへ
行って参りました。今大会は『新たな地平線を発見し
よう』を合言葉に、ジョージＢブラウン・コンベンシ
ョンセンターにて対面式で開催されると同時に、オン
ラインでも多くの人が参加しました。

スペースシャトル

ヒューストンのガバナーと朝食

シェカール・メータ会長（インド）とご家族

ジャズ奏者と記念写真

ウクライナのメンバーと名刺交換致しました

ＮＡＳＡ

ヒューストン宇宙センター
ヒューストンはテキサ
ス州にある大都市で、ガ
ルベストン湾まで広が
っています。沿岸部には
この街と密接な関係に
あるヒューストン宇宙
センターがあります。宇
宙飛行士訓練や飛行管
制が行われるＮＡＳＡ
の複合施設にある見学
者用のビジターセンタ
ーです。

世界各国の民族衣装

《来訪ロータリアン》
・有田ロータリークラブ

岩尾慶一

様

・佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
田中一善 会員
ご来訪ありがとうございました。

《委員会報告》
インターアクト委員会 鐘ヶ江和重 地区委員
インターアクト委員会の地区委員の鐘ヶ江です。
7月9日の土曜日に佐賀市の楊柳亭で行われた第1回の
インターアクト委員会に参加してきました。
参加者は長戸委員長を含め、7名中5名でした。
議題としては、
①本年度スケジュールと活動内容について
②長崎のブリックホールで行われるインターアクト
年次大会の準備状況について
③10月8日に行われる前期指導者研修会、等があげ
られました。
それぞれが意見を出し合い、とても有意義な委員会で
した。
させぼシーサイドフェスティバル実行委員会
佐世保商工会議所 地域活性化委員会委員長
中村美由紀 様
この度は、例会中の貴重なお時間を頂き誠にありがと
うございます。
また、平素よりさせぼシーサイドフェスティバル実行
委員会の活動に、ご理解とご協力を賜りまして、誠に
ありがとうございます。
このたび新型コロナウイルス感染拡大により生活に
影響を受けられている地域の皆様には心よりお見舞
い申し上げます。さて、毎年実行員会が主催となり、
佐世保市を華やかに、そして一人でも多くの市民の皆
様が最高の笑顔になっていただきたいという
想いを込めて本年は「～みんな de シーフェス・佐世
保 de 最高の笑顔を～」
をテーマに掲げ、「佐世保シーサイドフェスティバル
2022」を盛り上げたいと思っております。年々イベン
トが減少していく中での一大イベントとして、
またい
つもとは違う形での
佐世保市の魅力を皆様と一緒にと考えております。
大変恐縮ではございますが、我々の活動に更なるご理
解とご賛同をいただければと存じます。何卒、ご協力
の程をよろしくお願い申し上げます。

《ニコニコボックス》
松田信哉 親睦活動副委員長
有田ＲＣ 岩尾慶一 様
お世話になります。早退します。失礼いたします。
佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
田中一善 会員
佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブの田
中です。先日は新旧会長幹事交代式よりいつもグラン
ドファーストイン佐世保をご利用いただきありがと
うございます。
今後とも村瀨共々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
佐世保市の感染段階がレベル２-Ⅱに引き上げられ、
本日よりお弁当の持ち帰りになりましたが、例会場に
こうして集まり、会員皆さまの元気な姿を拝見できる
喜びを胸に進んでいきたいと思います。本日の卓話は
チャーターメンバー永田武義会員による卓話です。会
員一同、楽しみに拝聴致します。
永田会員、よろしくお願いします。
永田武義 会員
2022年6月5日～8日、アメリカ・テキサス州・ヒュー
ストンで開催されたロータリークラブ国際大会に参
加しての卓話です。
聞き苦しい所もあるでしょうけれど、どうぞよろしく
お願いいたします。
福田俊郎 会員 富田耕司 会員 藤井良介 会員
緒方信行 会員 峯 徳秀 会員 渡会祐二 会員
松田信哉 会員 二ノ宮健 会員 松永祐司 会員
西沢 寛 会員 井上隆三 会員 村上英毅 会員
戸畑教幸 会員 早田貴志 会員 内海一洋 会員
中村祐二 会員 山口貴史 会員 松尾祐輔 会員
野口好太郎 会員 荒木利恵子 会員 井手誠博 会員
有田ロータリークラブの岩尾慶一様と佐世保北フレ
ンドシップロータリー衛星クラブの田中一善会員の
ご来訪を心より歓迎いたします。
本日は永田武義会員の卓話です。今年の６月に開催さ
れたアメリカ・テキサス州・ヒューストンで開催され
たロータリークラブ国際大会のお話、大変楽しみに拝
聴させていただきます。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 松田信哉

委員 / 松田亜由美

松尾祐輔

31,000 円
（記事担当

累計 185,000 円
松田亜由美）

