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ガバナー補佐訪問》
国際ロータリー第2740地区
橋口佳周 第6グループガバナー補佐

今年度第6グループガバナー補佐を務めさせてい
ただく佐世保中央ロータリークラブの橋口佳周と
申します、1年間何卒宜しくお願いします。
私の方からは二つの事をお話ししたいと思います。
一つは、今年度RI会長に初めて女性の会長が誕生
しました。RIができて、初代会長にポール・ハリス
が就任して112年目の事です。
RI理事会で2023年6月30日まで女性会員を30％に
する目標をたてております。
又、地区の方でも現在約5％の女性会員を7％にす
る目標をたてております。会員増強の目標に是非女
性会員も視野に入れてお願いします。
二つ目は、今年度第5・第6グループでIMを行いた
いと計画をしています。
2023年2月23日、ロータリーの創立記念日での開催
の準備をしているところです。
2019年の規定審議会以降ロータリーが大きく変わ
ろうとしています。
その中でクラブの運営をどのようにしていくのか
ガバナー公式訪問（上村春甫ガバナー）
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等、他クラブの方と一緒に考え討議することも必要で
はないかと考えております。皆様のご協力を何卒宜し
くお願い申し上げます。
2022年～2023年度がいよいよ始まりました。
ジェニファー・ジョーンズ会長が言われている１年
52 万 5600 分をどのように使うのかイメージしてロー
タリーライフを楽しんでください。

《会長挨拶》
村瀨高広 会長
本日は国際ロータリー第2740地区第６グループ橋
口佳周（はしぐちよしかね）ガバナー補佐をお迎えし
次回例会

特別休会

ての第１回のクラブ協議会です。
心より歓迎致します。ご指導のほどよろしくお願いし
ます。また、佐世保中央ロータリークラブより岡光正
様も来て頂いております。歓迎致します。
千葉憲哉パストガバナー、千葉まさこ様メークアッ
プありがとうございます。
7月30日土曜日に長崎ブリックホールで開催された
インターアクトアクト年次大会に小西研一幹事、鐘ヶ
江和重地区インターアクト委員、野口好太郎奉仕プレ
ジェクト青少年委員長、
茶村亜子インターアクト委員
長、佐世保高専堂平先生と参加して来ました。コロナ
の影響で縮小されての開催でした。
大会テーマは「誰一人取り残さない」でした。ホス
トIACは純心女子高等学校でお世話クラブは長崎中央
ロータリークラブでした。
午前中の基調講演をされた講師 国際NGOユイマー
ル創設者、早稲田大学教育総合研究所・研究協力員
照屋朋子さんの「SDGｓと教育の未来」講演とても良
かったです。
モンゴルのマンホールチルドレンの支援
を通しての「一歩を踏み出す」為の話、情熱と一転突
破、素晴らしかったです。
午後は分科会で高校生たちが活発に意見を出してい
るのを見学しました。来年は聖和女子高校がホスト
IACで佐世保南ロータリークラブお世話をされます。
当クラブにも協力をお願いされました。積極的に参加
したいと思いますので会員の皆様のご協力お願い致
します。
8月は会員増強・新クラブ結成推進月間となっていま
す。2015年１月RI理事会は重点分野である「会員増
強・新クラブ結成推進月間」である8月はロータリア
ン、クラブ、地区が新会員の勧誘とロータリーの新ク
ラブ結成に焦点を当てて活動する月間としています。
渥美大介会員増強委員長を中心に今年度5名増強めざ
して全会員で頑張りたいと思います。
よろしくお願い致します。
今日のクラブ協議会、各委員長の皆様には１年間の事
業計画発表よろしくお願い致します。

《幹事報告》

２.来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
普通寄付金申告用領収証受付開始のお知らせ
・国際ロータリー
ROTARY 8 月号
・国際ロータリー日本事務局
Governor Elect Training Seminar（GETS♯1
開催のご案内（緒方 GE 宛）
・ガバナー事務所
①ガバナー月信7月号
②米山記念奨学生出前卓話研修会のご案内
（奨ミンさん、三谷地区委員宛）
日 時：8月20日（土）9：30～
会 場：諫早文化会館展示室①
・長崎北東 RC
幹事交代のお知らせ
株式会社 にしけい 鬼塚洋一 → ソニー生
命保険株式会社 南里敏洋
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1667回例会は、上村春甫ガバナー公式訪
問例会です。佐賀ロータリークラブから第2740
地区の上村春甫ガバナーがお越しになられ、地区
方針等について卓話をされます。私たちのクラブ
も地区方針に則って事業を展開していく必要が
あり、これを理解することは会員にとって大変、
重要になります。会員の皆様方、特に3年未満の
会員の方は必ずご出席頂きますよう心よりお願
い申し上げます。

小西研一 幹事
１.例会変更
・佐世保南RC
7月29日（水）、8月5日（金）、休会
定款第7条第1節（d）-（3）により
8月12日（金）定款第7条第1節により 指定休会
・ハウステンボス佐世保RC
8月2日（火）12：30～、8月9日（火）18：00～
休会 定款第7条第1節（d）-（3）により
8月16日（火）

③7月25日に開催されました第1665会例会の週報
がクラブＨＰにアップされています。永田会員の
卓話が多数の写真と共に掲載されていますので、
前回例会を欠席された方は是非、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・トピックスの上から2番目に
掲載されています。
クラブ協議会・委員会計画についてはクラブ現況報
告書をご確認ください。

ラブ様のベストを借用いたしました。
本日の橋口佳周ガバナー補佐訪問の歓迎と、クラブ協
議会の盛会をお祈り申し上げます。

《今月の誕生祝い》
S.31.8.25 緒方信行 会員
S.49.8.29 村瀨高広 会員

佐世保中央ロータリークラブ 岡 光正 様
皆様こんにちは、佐世保中央ロータリークラブの岡で
ございます。
本日は、橋口ガバナー補佐の随行で参りました。
村瀨会長、小西幹事、渡会直前会長、本日は、お世話
になります。追伸、村瀨会長と小西幹事のタキシード
姿、大変素敵でした。うらやましい限りです。
《来訪ロータリアン》
・第2740地区 第6グループガバナー補佐
橋口佳周 様
・佐世保中央RC 岡 光正 様
・諫早北RC
千葉憲哉 様
・雲仙諫早南RC 千葉まさこ 様
《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
30日の土曜日に長崎ブリックホールの3階国際会議場
で、インターアクト年次大会が開催されました。
参加者は、村瀨会長、小西幹事、野口青少年奉仕委員
長、茶村インターアクト委員長、佐世保高専の堂平先
生と私の合計6名でした。
残念ながら佐世保高専の生徒が試験と重なり参加で
きませんでした。
大会のテーマは、「誰ひとり取り残さない」で、純心
女子高等学校がホスト校でした。
基調講演の後、分科会もあり大変有意義な大会でした。
来年度のホスト校は、佐世保の聖和女子学院で非常に
楽しみにしています。

《ニコニコボックス》
渥美大介 親睦活動委員
国際ロータリークラブ 27040 地区
第６グループガバナー補佐 橋口佳周様
この度、2022-2023年度の第６グループのガバナー補
佐を務めさせていただきます佐世保中央ロータリー
クラブの橋口佳周でございます。
また第7波のコロナが流行っております。コロナに負
けないように1年間一所懸命務めさせていただきます。
何卒皆様方のご協力をお願い申し上げます。
諫早北ロータリークラブ
千葉憲哉 様
雲仙諫早南ロータリークラブ 千葉まさこ 様
本日は、2人でお世話になります。よろしくお願いい
たします。本日は、仕事着できましたので佐世保北ク
IT 会報委員会

委員長 / 松田信哉

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事
国際ロータリー第 2740 地区第 6 グループ橋口佳周ガ
バナー補佐のご来訪、会員一同心より歓迎いたします。
諫早北ロータリークラブより千葉憲哉様、雲仙 諫早
南ロータリークラブより千葉まさこ様、佐世保中央ロ
ータリークラブよりガバナー補佐随行でお越しの岡
光正様のご来訪を心より歓迎いたします。
本日は第 1 回クラブ協議会、ガバナー補佐訪問です。
各委員長の皆さま、事業活動計画の発表、よろしくお
願いします。
橋口ガバナー補佐には、クラブ協議会において、貴重
なご意見賜りましたら幸甚です。
緒方信行 会員
本日、国際ロータリークラブ第2740地区第6グループ
ガバナー補佐橋口佳周様、佐世保中央ロータリークラ
ブ岡光正様、諫早北ロータリークラブの千葉憲哉様、
雲仙諫早南ロータリークラブの千葉まさこ様のご来
訪を心より歓迎申し上げます。
橋口佳周ガバナー補佐の一年間のご活躍を祈念致し
ます。
今月の誕生日祝い誠にありがとうございます。
福田俊郎 会員 永田武義 会員 富田耕司 会員
藤井良介 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 二ノ宮健 会員
松永祐司 会員 近藤竜一 会員 船津 学 会員
西沢 寛 会員 井上隆三 会員 渥美大介 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
井手誠博 会員 鐘ヶ江和重 会員
国際ロータリークラブ第2740地区第6グループガバナ
ー補佐橋口佳周様、佐世保中央ロータリークラブ岡光
正様、諫早北ロータリークラブの千葉憲哉様、雲仙諫
早南ロータリークラブの千葉まさこ様のご来訪を心
より歓迎いたします。

本日の合計

委員 / 松田亜由美

松尾祐輔

44,000 円
（記事担当

累計 229,000 円
松田亜由美）

