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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 ゲスト卓話（福岡東 RC 会長）                  次回例会 祝日休会 

《新入会員卓話》 

福田直美 会員 

 

こんにちは福田直美と申します。 

R4年1月17日に佐世保北ロータリークラブに入会させ

ていただきました。 

どうぞよろしくお願い致します。 

今日は私の職業についてお話しする機会をいただき

まして有難うございます。 

私の職業はモイスティーヌビューティカウンセラー

です。 

モイスティーヌ基礎美容法は基礎化粧品と美容器

（特許取得）の組み合わせをお肌の仕組みに沿って 

お客様お一人お一人のお肌のお悩みや肌質に合わせ

てご提案できるオーダーメイドのお化粧品です。 

更にLOOP CAREといって美肌が続いていく仕組みが

あります。 

理想的な美肌作りを習慣化できるモイスティーヌ

独自の美容メソッドです。 

またモイスティーヌの母体である㈱ホーマーイオン

研究所は生体への電気刺激の応用技術を活かし 

各研究機関との共同研究や異分野企業との共同研究

を通じ最新のテクノロジー研究を進めてきた 

医療器メーカーです。また皮膚の生理機能を科学し肌

のメカニズムを研究することで皮膚生理にかなった 

新しい素肌美容法を提供しています。 

そしてモイスティーヌアドバイザーは個人事業主で

すが、販売会社やモイスティーヌ事業本部の 

グループ企業だからできるサポート体制の中で安心

してお仕事ができております。 

私がモイスティーヌに出会ったのは今から20年前

の31歳の時です。 

お陰さまでこの20年間ノーファンデーションでポ

イントメイクのみで過ごすことができています。 

お仕事として取り組んだのが2007年。2011年に現在の

モイスティーヌ上京町サロン ルシェルを 

OPEN致しました。 

モイスティーヌに出会ったきっかけは、自身の肌荒

れを起こした事です。 

色々な化粧品を試しましたが一向に改善すること

はなく何故だろうと？疑問に思う日々でした。 

そんな時に知人のしかも男性に紹介されたのがモイ

スティーヌ基礎美容法でした。 

以前、医療メーカーに勤めておりましたので低周波

やイオンなどの知識はありましたが 

その技術を応用して（特許取得）無感覚でマッサー

ジを行いながら肌の奥深くへと成分を浸透させるこ

とができること等、肌の仕組みも詳しく知ることがで

き本当に驚きの連続でした。 

早速、愛用してからは周りの方々にキレイになった

ね、何を使ってるのという声を多くい頂くようになり 

肌トラブルやシミ、シワ、タルミ、ニキビといったお

悩みの方にも紹介していました。 
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教えてもらってと良かったぁ！！という喜びの声を

頂くたびに、綺麗にして喜んで頂ける仕事って 

素敵だなぁと思うようになり、ライセンスを取得して

現在に至ります。 

このコロナ禍の中でもモイスティーヌの商品力、ビ

ジネスのお陰で毎月お手入れにご来店下さるお客様 

そして、この状況下でもお仕事ができていることに有

難いと感じております。 

これからも、まだモイスティーヌに出会えていない

方へ 1 人でも多く、素肌と輝く人生を送っていただけ

るよう精進して参りたいと思います。 

 

 

《会長挨拶》 

               村瀨高広 会長 

今日は9月第一例会です。 

今月も張り切っていきます。よろしくお願い致します。 

8月24日、稲盛和夫さんが死去されました。心からの

ご冥福をお祈りいたします。 

会社経営をする中で毎日色々なことが起こります。

経営者として会社の発展の為に様々なことを決断、実

行していかなくてはなりません。 
毎朝私は、運命を高める言葉「稲盛和夫一日一言」を

読んでいます。今日は「倹約を旨とする」（けんやく

をむねとする）でした。 
 経営に余裕ができると、ついつい「これくらいはい

いだろう」とか、 
「なにもここまでケチケチしなくても」というように、

経費に対する感覚が甘くなりがちです。 
 ひとたびこのような甘い感覚が身についてしまう

と、景気が悪くなったときに、あらためて経費を締め

直そうとしても、なかなか元に戻すことはできません。 
どのような状態であれ、常に倹約を心がけてなければ

なりません。と書いてありました。 
いつも自分に言われているのではと結構心にささる

言葉があります。頑張っていきます。 
ロータリーの特別月間についてお話します。 

ロータリー月間とは、クラブだけでなく、ロータリア

ンひとりひとりが、ロータリー活動に参加するよう強

調するため、ＲＩ理事会がテーマを指定した月間のこ

とです。 
今月のテーマは基本的教育と識字率向上月間です。 

世界中で読み書きのできない子供たちが沢山います。

貧困や健康状態の改善を図るために、いかに子供たち

に基本的な教育を提供し、識字率を高めていくかとい

った課題について、私たちロータリアンが考える月間

です。会員の皆様も少し考えてみてください。 
今日は新入会員の馬渡政光さんをお迎えしており

ます。ようこそ佐世保北ロータリークラブへ。一緒に 
ロータリーライフを楽しみましょう。 
また、本日の卓話は福田直美会員の新入会員卓話です。

楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願い致し

ます。 
茶村インターアクト委員長の「ペットボトルキャッ

プを集めて人の命を助けよう」プロジェクト。 
結構キャップたまります。皆様も是非、心がけてや

ってみて下さい。 
9月11日はロータリー奉仕ＤＡＹです。夏の家族会

も一緒に行います。 
会員の皆様とその家族で楽しむ一日を社会奉仕委

員会と親睦活動委員会が企画されています。是非ご参

加お待ちしております。 
 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

１.例会変更 

 ・佐世保東 RC 

 9月8日（木）、9月15日（木）臨時休会  

（定款第7条第1節（ｄ）-（3）により） 

  9月22日（木）休会 

 (定款第7条第1節（d）（1）により) 

 

２.来 信 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

 米山記念奨学生 ドー チューンミン トゥさん 

からの「出国中の近況報告」が提出されました。 

 

・国際ロータリー 

 ①2022-23ロータリー年度へようこそ！これからの 

一年に向けて  

 ②ROTARY誌 9月号 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 ①RI日本事務局 財団室NEWS 9月号 

 ②第3回全国地区ローターアクト委員長及び地区ロ 

ーターアクト代表合同会議報告書（緒方GE宛）     

 

・ガバナー事務所 

 ①ガバナー月信9月号 



 ②2022-2023年度 第2回ガバナー諮問委員会開催 

のご案内（緒方エレクト、村瀨次年度地区幹事宛） 

  日 時：10月4日（火）12：00～昼食（随時） 

13：00～会議 

   場 所：ホテルニューオータニ佐賀 

          （TEL：0952-23-1111） 

 ③世界ポリオデー2022 ポリオ根絶啓蒙動画素 

材ご提供のお願い 

 

・2022-2023年度 地区大会事務局  

 ①2022-2023年度 第2740地区 地区大会のご案内 

 （皆さんのセルフBOXへ入れております） 

  11/25（金）ロータリー研修セミナー、RI会長代 

理歓迎晩餐会（ホテルニューオータニ佐賀） 

  26（土）本会議、記念講演（池上 彰氏） 

（佐賀市文化会館） 

  27（日）地区大会記念懇親ゴルフ大会 

（フジカントリークラブ）佐賀市富士町 

 ②地区大会関係資料等の提出について（お願い） 

  信任状証明書・個人表彰受賞者資料・物故会員資 

  料 

 

・国際ロータリー第2510地区 

ガバナーエレクト事務所（北海道札幌市）  

 松浦光紀ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

 

・佐世保RC  

 9月例会のお尋ね 

 

・佐世保東RC  

 2022～2023年度 第3回佐世保市内ロータリークラ 

ブ会長・幹事会 中止のご連絡 

 

・佐世保西RC  

 2022～2023年度 第4回佐世保市内ロータリークラ 

ブ会長・幹事会 開催延期について 

 

３.依頼伝達 

 ①9月11日（日）、九十九島シーサイドテラスホテル

＆スパ花みずきを拠点にロータリー奉仕デー及

び夏の家族会を開催します。参加予定の皆様には

送迎バスの時刻表を本日、事務局より配信します

ので、ご確認の上、8日（木）までに乗車停留所

につきご返信頂きますようお願いします。 

②9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。懇親

会費としてお一人様1,500円を集めさせて頂く予

定です。詳細につきましては、本日、事務局より

例会案内を配信させて頂きますので8日（木）ま

でに出欠のご回答を頂きますようお願いします。 

③各委員会委員長へのお願いです。委員会の開催を

お願いします。既に戦略計画委員会、親睦 活動

委員会、奉仕プロジェクト社会奉仕委員会は委員

会を開催予定です。各委員会は事業計画で計画し

た各事業についていつ、どのように開催していく

か、委員会メンバーとの顔合わせも含め、調整す

る場を設けてください。お金が発生する事業は開

催2ヶ月前の理事会への申請が必要となります。 

④本日、ご着席頂いている席が9月-10月のお席とな

ります。各テーブルのテーブルマスターを 発表

します。 

テーブルＡ：今井貴文 会員 

テーブルＢ：山口貴史 会員 

テーブルＣ：渡会祐二 会員 

テーブルＤ：内海一洋 会員 

テーブルＥ：井上隆三 会員 

テーブルＦ：船津 学 会員 

テーブルＧ：松田信哉 会員となります。 

前回配席の際、内海一洋会員がテーブル会を開催

されています。テーブル毎に親睦を深める会を開

いては如何でしょうか？会長、幹事にもお声がけ

頂ければ喜んで参加させて頂きます。 

 

 

《今月の誕生祝い》          

 S.14. 9.16 福田俊郎君 S.47. 9.30 井上隆三君 

 S.54. 9. 8 今井貴文君 S.39. 9.30 馬渡政光君 

  

《今月の結婚祝い》 

H.19. 9.16 渡会祐二・里織 夫妻 

H.12. 9. 1 内海一洋・貴子 夫妻  

H.21. 9. 8 今井貴文・亜希子 夫妻 

 

 

《委員会報告》 

渡会祐二 インターアクト委員 

ペットボトルキャップ回収のお願い  

先週、茶村委員長から報告ありましたペットボトルキ



本日の合計  30,000 円    累計 367,000 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 松田信哉） 

ャップの回収へのご協力をお願いいたします。 

趣旨については、本日配布の資料で確認いただければ

と思います。 

 

 戸畑教幸 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長 

今度の日曜日9/11は、ロータリー奉仕デーとなってお

ります。午前中の清掃活動にお車で参加される皆様に

は9時30分のスタートに間に合うようシーサイドテラ

ス花みずきにご集合をお願いいたします。 

送迎バスをご利用に皆様へは、別途乗車場所と時間を

ご連絡いたします。 

また、雨天等により清掃活動を中止する場合に、いつ

その決定をするか、及び午後の家族会に向けてバス時

間の変更をどのようにするかについても別途ご連絡

いたします。 

尚、本日例会終了後に社会奉仕委員会を開催いたしま

すので、委員の皆様はご参加をお願いいたします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

菊永伸生 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 

台風 11 号が接近する中、ギリギリのタイミングで例

会が開催でき良かったですね。明日未明から明け方ま

で最も接近する予報ですので、会員の皆さまにおかれ

ましては、くれぐれもお備え頂き、何事もなく次回例

会でお会いできますことを祈っています。 
本日の馬渡政光会員のご入会、会員一同、心より歓迎

致します。 
また、本日の卓話は福田直美会員による新入会員卓話

です。楽しみに拝聴させて頂きます。 
 
渡会祐二 会員 

本日は、結婚祝ありがとうございます。 

結婚して丸 15 年となりました。これからも 

北クラブの先輩方を見習い、仲良く過ごして 

いこうと思います。 

 

藤井良介 会員 古賀新二 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 近藤竜一 会員 

公門新治 会員 船津 学 会員 西沢 寛 会員 

井上隆三 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 

今井貴文 会員 鐘ヶ江和重 会員 

本日の馬渡政光会員のご入会、誠におめでとうござい

ます。会員一同、心より歓迎致します。 
また、本日の福田直美会員による新入会員卓話、大変

楽しみにしております。 
また、今月をもって退職される窪田さん、長い間お疲

れ様でした。そしてありがとうございました。とても

淋しいです。 
そして、新たに入社された松井さん、これからも宜し

くお願いいたします。 

 
 
《新入会員紹介》 

馬渡 政光（マワタリ マサミツ）会員 

 

職業分類  電灯電力供給 
勤 務 先  九州電力(株)佐世保営業所 
役  職   所長 
【推薦者】公門新治 会員  渥美大介 会員 

 

 
 

 

 

《事務局員 紹介》 

松井まゆみさん 

よろしくお願い致し

ます。 

 


