
                                       第1668回例会 No. 6  

例会日：2022.08.22 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 第 1回クラブフォーラム（会員増強委員会）             次回例会 新入会員卓話  

《ゲスト卓話》 

長崎県立大学経営学部国際経営学科４年生 

高橋百子 様 
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【今  回】会員数   51名  出席  29名    欠      席   6名   出席規定免除会員（7）出席 5名 ビジター 0名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   51名  出席  25名   メークアップ   0名   出席規定免除会員（7）出席 5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 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

《会長挨拶》 

               村瀨高広 会長 

皆様、お盆はいかがお過ごしだったでしょうか？ 

コロナ禍ではありますが、行動制限のないのは久しぶ

りだったと思います。私も帰省した友人や親せきと会

うことが出来て良かったです。 

先週の土曜日は国際ロータリー第2740地区公共イメ

ージ委員長セミナーが開催されました。 

当クラブより公門地区委員と私が参加しました。 

公門さんは完璧に司会進行をされていました。 

（地区の公共イメージ委員長就任に向けて） 

マイロータリーの活用、地区のホームページへの奉仕

活動の掲載方法の説明 

今月は会員増強拡大月間ですが 

セミナーの中でこの様な問いがありました。 

１分間でロータリーを語れますか？ 

ロータリアンは 

高潔性を大切に、よりよい自己を目指す人 

     他人を思いやれる人 

     思いを行動にうつせる人 

ロータリーはそういう人たちの集まりで、お互いの

出会いを大切にともに学び成長を続け、世界中の人々

が笑顔になれるように活動しています。 

とありました。週報で確認して頂いたら嬉しいです。 

もう１つはロータリーを150文字で表現できますか？ 

クラブ以外の方にロータリーとは何と聞かれたと

きにこんな感じで説明したらいいのではと思います。 

地区のホームページを見て下さい。 

あと 1 つカーネル・サンダースご存じですか？私も

好きなケンタッキーフライドチキンの創業者です。 

この方もロータリアンだっ

たそうです。 

先ほど KFC 五番街店に確認

にいってきました。 

ロータリーバッチをつけて

いました。 

土曜日に地区インターアクト委員会にご参加の鐘

ヶ江和重委員、地区米山記念奨学委員会にご参加の 

三谷秀和委員お疲れ様でした。 

今日のゲスト卓話は、長崎県立大学経営学部国際経

営学科4年生高橋百子様です。楽しみにしております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

参考 

RI2740地区公共イメージ委員会セミナー 原田 徹 

委員長 

ロータリーを150文字で表現出来ますか？ 

ロータリーは世界中に会員のいる国際的な組織で、地

域社会での奉仕活動、平和推進、ポリオ根絶、奨学生

など様々な活動を行っています。 

それぞれの職業において人格的に優れ、職業倫理を高

めるリーダー的存在を目指している人たちが、ロータ

リークラブの会員として仲間を作り、友好を深め、奉

仕活動に努めています。 

 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

１.例会変更 

・佐世保東RC 

8月18日（木）、8月25日（木）休会 

定款第7条第1節（d）-（3）により 

 

・佐世保南 RC 

8月26日（金）休会 

定款第7条第1節(ｄ）-（3）により 

 

・ハウステンボス佐世保 RC 

8月23日（火）休会 

定款第7条第1節(ｄ)-（3）により           

8月27日（土）12：00～ 

音楽鑑賞会 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 

②米山月間資料送付先の確認 

②ハイライトよねやまVol,269 

 

・国際ロータリー 

2023年ロータリー国際大会（オーストラリア、

メルボルン）にご登録ください 

※割引適用 12月15日まで 

 

・ガバナー会  

（GETS資料）セッション②規定審議会について 

（緒方Gエレクト宛） 

 

・ガバナー事務所 

①「第20回記念ロータリー全国囲碁大会」案内 

日 時：2022年11月5日（土）9：30登録受付 

10：00開会式 16：00表彰式 記念撮影 



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  33,000 円    累計 303,000 円 

場 所：東京市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室 

②優秀なロータリアンを推薦するチャンスをお 

見逃しなく！ 

③九州4地区合同会議報告書 

 

・直前ガバナー事務所 

緒方ガバナーエレクト事務所への長崎県薬務 

行政室より「麻薬・覚醒剤・大麻薬物乱用防止 

運動（10月～11月）関連の文書送付先確認 

 

３.依頼伝達 

 ①第1回理事会議事録を皆様のセルフBOXへ入れて

おります。 

②9月11日（日）に開催されますロータリー奉仕 

デー及び夏の家族会の出欠連絡の締め切りが8 

月26日となっています。ロータリー奉仕デーは 

全国のロータリアンが一斉に環境保全 事業に 

取り組む日です。コロナ禍で奉仕活動が停滞する

傾向にありますが、しっかりと感染予防対策を講

じ、地域社会に対する奉仕を継続していきまし 

本日、午前の海岸清掃及び午後の家族会の送迎バ

スの時刻表を配信いたしますので、出欠連絡を合

わせ、26日までにご回答を頂きますようお願いし

ます。 

④8月29日（月）の次回例会は会員増強委員会によ

る第1回クラブフォーラムです。 

⑤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。 

 

 

《委員会報告》 

鐘ヶ江和重 地区インターアクト委員 

8月20日（土）、佐賀で第2回インターアクト委員会が

開催され、参加してきました。 

委員7名中4名が参加し、オブザーバーとして第１ガバ

ナー補佐の大家様、RYLAの徳川様が参加されました。

その中で、チームRYLA設立準備委員会を立ち上げ、新

RYLA構想からリーダーを育成していくことが提言さ

れました。後日ZOOMによるオンラインミーティングが

行われます。  

現在、全国に5つある高専にインターアクトを広げ、

2740地区のガバナーにアピールしていきたいと思い

ます。 

 

公門新治 公共イメージ・雑誌文献委員長 

８月20日（土）大村市中地区公民館にて、公共イメー

ジ委員長セミナーに村瀨次年度地区幹事と参加して

きました。今年度の地区公共イメージ委員会の活動目

標と、第2740地区HPへの奉仕事例の投稿のやり方を実

践してきました。ロータリーでは、ロータリアン一人 

ひとりがブランド推進者という意識の もと、地区全

体でロータリーの公共イメージ向上に取り組んでい

ければと 思いますので、皆様のご理解をご協力 をよ

ろしくお願いいたします。 

 

三谷秀和 米山記念奨学委員     

8月20日（土）、諫早で米山記念奨学委員会が開催され、

私と「米山奨学生」のミンさんはZOOMで参加しました。

内容は、これからの出前卓話のやり方をどのようにす

るか、ということと、卓話のスケジュールをそのよう

に決めていくか、ということが話し合われました。 

決まり次第、船津学米山カウンセラーに引き継いでい

きたいと思います。 

 

 

《ニコニコボックス》 

福田直美 親睦活動委員 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

皆さま、お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょう

か？休み明けの例会で、皆さまと顔を合わせることが

でき大変、うれしく思います。 

本日の例会は、長崎県立大学経営学部国際経営学科 

4 年生の高橋百子さんによる卓話です。会員一同、楽

しみに拝聴させて頂きます。 

よろしくお願いいたします。 

 

三谷秀和 会員 

本日の卓話の県立大学の高橋百子さんの卓話、楽しみ

にしております。 

今日の私の会社に県立大学生が 3人、インターンで来

ていただいております。 

県立大学生のフレッシュにニコニコします。 

 

福田俊郎 会員  永田武義 会員  藤井良介 会員 

峯  徳秀 会員  蒲池芳明 会員  松田信哉 会員 

二ノ宮健 会員  公門新治 会員  船津  学 会員   

西沢  寛 会員  村上英毅 会員  早田貴志 会員 

内海一洋 会員  中村祐二 会員  山下雄弘 会員 

福田直美 会員  山口貴史 会員  松尾祐輔 会員 

菊永伸生 会員  今井貴文 会員  井手誠博 会員 

鐘ヶ江和重 会員 荒木利恵子 会員 野口好太郎 会員 

本日は卓話の県立大学の高橋百子さんの『長崎ＹＯＫ

Ａシャツプロジェクト』、非常に興味深いです。楽し

く拝聴させていただきます。 


