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Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 新入会員卓話                   次回例会 ゲスト卓話（福岡東 RC 会長） 

《第 1 回クラブフォーラム》 

渥美大介 会員増強委員長 

 

今月は会員増強月間ということで本日の第一回ク

ラブフォーラムは会員増強委員会が進行させていた

だきます。 

本日はフォーラムということで、佐世保北 RC の会

員増強について改めて発表させていただき、

2022-2023 年度の国際ロータリー会長のお言葉を動

画で視聴していただき、その後、2つのグループ討議

をテーブルごとにしていただき、グループ発表をテー

ブルマスターの方にしていただければと思います。 

まず、佐世保北ＲＣの事業計画・基本方針の抜粋が

こちらになります。 

スクリーンにありますように「多様性・公平さ・イ

ンクルージョン」という言葉がキーワードになります。 

ジェニファー・E・ジョーンズ国際ロータリー会長

のお言葉では、黄色でマーカーしている「新しく、異

なるクラブモデル」とう言葉や「会員との繋がりを維

持し、地域社会の変わりゆくニーズに対応する」とい

う言葉がでてきます。 

日本もそうですが、世界も、世の中が大きく変わろ

うとしていることがうかがえます。それではロータリ

ー会長のお言葉を PV にてご覧ください。 

こちらは、「マイロータリー」の「会員増強」の箇所

にでている言葉です 

ポイントがわかりやすく纏められています。 

それではグループ討議に入らせていただきます。 

2 つのテーマについてテーブルごとに 5 分程、ご討

議いただいて、テーブルキーパーの方にご発表いただ

きます。グループ討議①については、野口、公門、西

沢さんテーブル 

グループ討議②については、鐘ケ江、早田、茶村、中

村さんテーブルでご発表いただきます。 
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【今  回】会員数   51名  出席  30名    欠      席   5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  28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 



グループ討議についてご発表お願いします。 

皆様、活発な意見交換有難うございました！ 

今後、会員増強に向けて、皆々さまのご支援・サポー

トをお願いできればと思います。 

本日はどうも有難うございました。 

 

《会長挨拶》 

               村瀨高広 会長 

会長になってやりたいことありその一つに2740地

区外のロータリーにメークアップに行くがあります。 

私が結婚する前に大変お世話になった自動車学校

関係者の方が会長になられたので同じ年度で会長を

されるという何か運命的なものを感じ、広島西ロータ

リークラブを訪問させて頂きました。 

10数年ぶりにお会いするのと、全然知らない例会場

にいくので緊張感が半端じゃなかったですがとても

歓迎して頂き、大変楽しい時間を過ごすことができま

した。 

広島西ロータリークラブは1970年（昭和45年）設立

の伝統あるクラブです。会員数87名、例会場はANAク

ラウンプラザホテル広島です。当日の食事は「100万

ドルの食事」ということでカレーでした。 

その主旨は、食事を安価にすませて残りを財団に寄

付をするという例会でした。何が食べれるのか期待し

ていただけに肩透かしを食らいましたが、素晴らしい

企画だと思いました。 

当日は会員増強・新クラブ結成推進月間ということ

で会員組織部門強調プログラムでフォーラムでした。 

私も参加させていただきました。 

会員からアンケートを元に実施されクラブの問題

等、沢山の意見がでていました。本日、我がクラブで

も会員増強委員会によるクラブフォーラムが行われ

ますので、皆さまから活発なご意見がでることを期待

しております。 

インターアクトクラブもあり報告の中で、宮島でEND 

POLIOの募金活動を観光地で実施されていました。 

対外的にもPRできる活動だと感じました。 

伝統あるクラブで参考になることが沢山ありまし

た。会員皆様も是非、他クラブへのメークアップに行

ってみて下さい。楽しいですよ！ 

先ほども話しましたが、本日は第１回クラブフォー

ラムです。テーマは会員増強についてです。 

今年度の目標、「新入会員５名の入会」、「女性会員

の増加」の達成に向けての大事なフォーラムです。 

会員の皆様から沢山のご意見を頂けるように渥美委

員長よろしくお願いします。 

ちなみに今日は私の48歳の誕生日です。 

この一年間、地区、そして地区外のロータリアンと

一層の交流を図り、一流のロータリアンを目指してい

きたいと思います。 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

１.例会変更 

・佐世保南 RC 

9月2日（金）、9月9日、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 

 9月4日（日）11：00～ 

第2740地区ロータリー奉仕デー環境美化プロジ 

ェクト例会を休会 

（定款第7条第1節（ｄ）-（3）により）        

9月13日（火）12：30～ 休会 

（定款第7条第1節（ｄ）-（3）により） 

 

２.来 信 

 ・公財）ロータリー米山梅吉記念館 

   ①賛助会ご入会のお願い 

 ②秋季例祭 開催のご案内 

日 時：9月17日（土）14時～ 

場 所：米山梅吉記念館ホール 

  ③館報 秋号 

        

・国際ロータリー日本事務局 

  ①2023～24年度国際ロータリー「ガバナー配分予 

算」算出アンケートのご依頼（緒方GE宛て） 

  ②クラブ地区支援について、クラブ・地区支援リ 

ソースについて、改定された定款細則について 

 

・ガバナー会  

  ①2022年1月と4月の財団管理委員会議事録 

（緒方GE宛） 

 ②訃報のお知らせ  

   2006～2007年度 ＲＩ2590地区ガバナー 

斉藤二郎様（川崎西ＲＣ）享年90歳 

 

・ガバナー事務所 

①米山奨学生の出前卓話に関するお願い 

   出前卓話日程 

   10月24日(月)ドウン ティ ゴック ビックさん

（出身国ベトナム）（佐賀西ＲＣ） 

②地区大会人頭分担金送金のお願い 

③ポリオ募金箱 

 

・唐津西ＲＣ 

  幹事交代のお知らせ  新 幹事 野﨑 伸也 氏 

（ペインティングプラン 代表） 

 

３.依頼伝達 

 ①9月5日（月）の次回例会は新入会員卓話 福田 

直美会員です。また新入会員をお迎えする入 



本日の合計  34,000 円    累計 337,000 円 

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） 

会式が行われる予定です。是非ご出席ください。 

 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（金）となっていましたが、若干名、ご連絡 

を頂いておりません。よろしくお願いします。 

  ③9月12日（月）の例会は例会変更で夜例会となり 

ます。同日は、福岡東ロータリークラブの大和会 

長及び会員の皆さまをお迎えし、大和会長に卓話 

を頂くほか、例会後に懇親会を開催します。佐世 

保北フレンドシップロータリー衛星クラブの立 

ち上げにご協力頂きました福岡東ロータリーク 

ラブ会員の皆さまを北クラブ会員の皆さまとお 

迎えしたいと思います。尚、夜例会開催のご案内 

は、次週例会開催後に事務局より配信させて頂き 

ます。 

 ④前回1668回例会の週報がクラブＨＰに掲載され 

ています。卓話して頂いた県立大学の高橋百子さ 

んの卓話資料が提供されていますので、是非、ご 

覧ください。 

 

 

《委員会報告》 

茶村亜子インターアクト委員長 

佐世保工業高等専門学校 

インターアクトクラブサポートのお願い  

会員の皆さま、日ごろより佐世保北ロータリークラ

ブの活動にご協力頂き、誠にありがとうございます。 

さて、当クラブのインターアクトクラブとして、現在、

佐世保工業高等専門学校の生徒の皆さまが約40名で

活動をされています。しかしながら、新型コロナウイ

ルスの影響で、対外的な活動も制約され、活動として

は、ペットボトルキャップを収集し、数名でイオンに

届ける活動に限定されているのが現状です。 

この活動は認定NPO法人「世界の子どもにワクチン

を日本委員会」（JCV）が行う活動で、集めたペットボ

トルキャップを回収事業者団体に提供、回収業者がリ

サイクル資源として売却した売却益がJCVに還元され、

UNICEFと連携の上、世界のワクチン工場にワクチンが

発注され、支援国におけるワクチンを必要とする人々

に提供される活動です。 

当クラブも、この活動をサポートすべく、鐘ヶ江前

インターアクト委員長が、ペットボトルキャップ集め

の呼びかけをしてきました。今年度についても、「ど

こかの誰かの命を守るワクチンで、人の役に立ててる

んだ」という誇りや自信を、インターアクトクラブメ

ンバーに今まで以上に強く持って貰うため、当クラブ

でも全員でペットボトルキャップを収集し、インター

アクトクラブのお手伝いをすることによりサポート

していきたいと考えます。 

つきましては、皆さま方の事業所で使用後のペット

ボトルのキャップを集めて頂き、例会時にお持ちより

頂きましたら幸いです。何卒、本活動の主旨をご理解

頂き、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

1.事業名：「ペットボトルキャップを収集して人の命 

を助けよう！」プロジェクト 

2.期 間：2022年9月1日～2023年3月31日 

3.方 法：使用後のペットボトルのキャップをお持 

ちより頂き、回収ボックスに投入 

4.その他：同期間で最多個数を収集した会員には表彰 

を行う 

 

 公門新治 2021～2022 年度 幹事 

2021～2022年度年度決算報告につきましては、令和4

年8月22日、事務局に於いて渡会会長、富田監査立ち

合いのもと、帳簿並びに領収書等、関係証票書類に基

づき、監査の結果、会計基準に則り適正に処理されて

いることを報告します。詳しくは、セルフBOXに決算

報告書を配布しましたのでご確認ください。 

 

 

《ニコニコボックス》 

松尾祐輔 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 

長崎県内の新型コロナウイルス新規感染者数も8月24

日の4,300人をピークに昨日の2,600人と減少傾向で

推移しています。まだまだ予断は許しませんが、しっ

かりと感染予防策を取って、北クラブとして出来 

ることから着実にやってまいりましょう！ 

さて、本日は会員増強委員会による第 1 回クラブフ

ォーラムです。渥美委員長、委員の皆さんよろしくお

願いします。 

 

福田俊郎 会員 永田武義 会員 富田耕司 会員 

藤井良介 会員 古賀信二 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 公門新治 会員 

船津 学 会員 西沢 寛 会員 井上隆三 会員 

茶村亜子 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 

山口貴史 会員 松尾祐輔 会員 今井貴文 会員 

井手誠博 会員 鐘ヶ江和重 会員 

野口好太郎 会員 荒木利恵子 会員 

本日は会員増強委員会による第 1 回クラブフォーラ

ムということで、渥美委員長はじめ、委員の皆様のお

話、又、サプライズとして渥美委員長の得意のマジッ

クが披露されることを期待して楽しく拝聴させてい

ただきます。 

最後に、村瀨会長、お誕生日おめでとうございます。 


