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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 井手誠博 会員                   次回例会 ゲスト卓話 

《ゲスト卓話》 

「ウェルズサセボとは？」 

（公）佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター       

事務局長 松永 栄次 様 

企画担当   出 隆聖 様 
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【今  回】会員数   54名  出席  30名    欠      席   6名   出席規定免除会員（7）出席 2名 ビジター 0名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

《会長挨拶》 

               村瀨高広 会長 

 

先週の土曜日は米山の集いが諫早文化会館で開催

されました。公門新冶直前幹事が参加されました。 

お疲れ様でした。 

私と小西研一幹事、野口好太郎地区RLI委員は神崎

中央公民館で開催されたRID2740「職業奉仕セミナー」

に参加しました。 

一度お話を聞いて大変感動した 山形県の寒河江

（さがえ）RC鈴木一作PGが講師ですごく楽しみでした。 

期待通り素晴らしいお話を聞くことができました。 

テーマは「21世紀のロータリーと職業奉仕をどう考え

るか」キーワードは親睦と学び、成長、奉仕です。 

報告がありますのでよろしくお願い致します。 

短い時間でしたがファシリテーションもあり他ク

ラブのメンバーと交流することができ楽しい時間を 

過ごしました。鈴木PGとも少しだけお話することがで

きて良かったです。 

さて10月は経済と地域社会の発展月間と米山月間

となっています。地域社会の発展月間と位置付けられ

ます。 

1日にわずか1ドル90セント（約275円）で暮らしてい

る人の数は、世界で約8億人。ロータリーは地域社会

とそこに住む人びとが経済的、社会的に自立できる道

をひらく活動をしています。 

地元経済の発展と貧困の軽減のためにこれまでに

ロータリー財団が寄付した補助金は2900万ドル（約42

億円）。十分な食べ物がない人7.95億人（世界で9人に

1人）飢えに苦しむ人のうち、女性と少女がしめる割

合60％など世界にはこの様な現実があります。今月は

ロータリアンとして考えてみましょう！ 

マイロータリーでもっと詳しく活動状況を見ること

ができます。 

米山月間は日本独自の月間です。 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会があります。 

外国人留学生を支援する民間最大の奨学団体であり

年間約900人、事業費約14億4700万円（2020-21）、 

1952年日本で最初のロータリークラブを設立した米

山梅吉氏の功績を記念して、東京ロータリークラブが 



米山奨学制度を設立したのがはじまりです。 

佐世保北ロータリークラブも米山の寄付には積極的

に活動しています。 

現在、ミンさんの世話クラブとして船津学カウンセラ

ーにお世話をして頂いています。ありがとうございま

す。 

過去には松田信哉会長エレクト、三谷秀和会員にも

カウンセラーをして頂きました。 

そして他クラブには無い「米山友の会」を結成し、毎

年、米山功労者として表彰をして頂いております。友

の会に加入されていない方は是非ご加入下さい。ちな

みに私と小西幹事も入っています。よろしくお願い致

します。先週お知らせがありましたが米山奨学金のご

協力お願い致します。 

最後になりましたが今日の卓話は(公)佐世保市中

小勤労者福祉サービスセンター 事務局長 松永栄次

様です。 

ようこそ佐世保北ロータリークラブの例会に来て

頂きました。とても楽しみにしておりました。 

よろしくお願い致します。 

 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.例会変更 

 

・佐世保東南ＲＣ 

 10月12日（火）12：30→10月12日（金） 

19：00に変更 

 例会場 しぐれ茶屋（観月例会のため） 

 

２.来 信 

 

・ガバナー事務所 

  メジャードナー顕彰午餐会のご案内 

 11月20日（日）神戸ポートピアホテル 

南館１階大輪田 

 

 

・ロータリー米山記念奨学会 

  奨学生レポート受付完了のお知らせ 

 

・国際ロータリー 

 ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

   9月 26日より国際ロータリー第2740地区ガバナ

ーエレクト事務所を開設します 

  事務所：〒857-0874 

長崎県佐世保市京坪町 2-3 N ビル 2階 

  TEL：0956－80－3148  FAX：0956－80－3164 

  E‐mail：ri2740ogata@beatsc.jp 

  執務時間：10：00～16：00（月～金曜日） 

     ※土曜・日曜・祝日休ませていただきます。 

  事務局長 ：峯 徳秀 

 副事務局長：近藤竜一 

  事 務 局 ：市瀬香理 

 

・佐世保西ロータリークラブ 

  第 4 回会長・幹事会中止のお知らせ 

 

・ガバナー会 

  2006－08年度ＲＩ理事、1993－94年度地区ガバ 

  ナー渡辺好政様（児島RC）が9月25日にご逝去さ

れました。（亭年92歳）お悔やみ申し上げます。 

 

３.依頼伝達 

 

①10/10（月）次回例会 祝日休会です。 

 

②10/17（月）例会は井手会員による新入会員卓話

です。 

 

③10/6（木）福岡東ロータリークラブ職場訪問例会

に参加の皆さまには当日のご案内を送信してお

ります。ご確認の上、天神チャレンジャーズパー

クに 11 時までにお集り頂きますようお願いしま

す。尚、サテライト会場（事務局）の参加者が 3

名と少なくなっております。お時間があられる方

は是非、サテライト会場に脚をお運び頂きますよ

うお願いします。 

 

④10/20（木）、18時30分より23日（日）第４回理事

会開催がグランドファーストイン佐世保で開催

されます。理事・役員、船津プログラム委員長は

ご出席をお願いします。 

 

⑤本日、例会終了後に当会場にて臨時理事会を開催

します。理事・役員の皆さまはご出席をお願いし

ます。 

 

 



《来訪ロータリアン》 

諫早北ロータリークラブパストガバナー 

千葉憲哉 様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《今月の結婚祝い》 

H.20.10.13 三谷秀和・幸子夫妻 

H.20.10.20 松田信哉・優子夫妻 

H.22.10.10 船津 学・かがり夫妻 

H. 3.10.20 鐘ヶ江和重・ 美佐子 夫妻 

H. 9.10. 4 茶村亜子・繁 夫妻 

H.15.10.24  野口好太郎  愛 夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

 S.22.10. 8  藤井良介君 

S.29.10.24  宮原明夫君 

S.50.10.25  渡会祐二君 

S.42.10.22  松田信哉君 

S.46.10.24  茶村亜子君 

S.50.10.12  渥美大介君 

 

 

《委員会報告》 

職業奉仕委員会 報告者：小西研一 幹事 

10/1（土）神崎中央公民館で職業奉仕セミナーが開

催されました。寒河江ロータリークラブの鈴木一作パ

ストガバナーによる講演では Guy Gundaker から学ぶ

ロータリーということで同氏が考える「ロータリーの

姿」、「ロータリーの親睦」、「ロータリークラブの運営」

等が紹介されました。「ロータリークラブの運営」で

はロータリアンの「親睦、学び、成長、奉仕」を主体

としたクラブ運営が行われなければならない、それに

よりロータリーが発展していくといった話がなされ

ました。また職業奉仕については、現代にいたる職業

奉仕についての理解の変遷が紹介されました。後半に

は約 40 分間、ファシリテーションの時間が設けられ

ており、各クラブの会長・幹事、職業奉仕委員長を中

心とした約100名の参加者が8つのグループに分けら

れ、他クラブのメンバーと職業奉仕や「4 つのテスト」

について自由闊達な討議がなされました。自分の会社

に「4 つのテスト」を掲げ、会社運営の指針としてい

るといったメンバーが多かったのが印象的でした。 

 

茶村亜子 インターアクト職業奉仕副委員長 

 

10月17日の18時30分～、グランドファーストイン佐世

保にて延期になっておりました 

第1回職業奉仕セミナを開催いたします。 

千葉憲哉パストガバナーによる貴重なお話しを頂く

予定です。 

本日、皆様にご案内文書を配信する予定となっており

ますので、ご参加よろしくお願いいたします。 

 
早田貴志 親睦活動委員長 

 
 

3月14日の金曜日に、松尾会員の牡丹園にて第2回親睦

活動委員会を開催します。 

忘年クリスマス会に関して協議しますので、委員の参

加をよろしくお願いいたします。 



本日の合計  42,000 円    累計 533,270 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） 

渡会祐二 指名委員会委員長 

 
10月13日（木）18：30分より、グランドファーストイ

ン佐世保にて、第1回指名委員会、パスト会長会が開

催されます。ご参加よろしくお願いいたします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

山下雄弘 親睦活動副委員長 

 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

長崎県の感染段階が2－Ⅰに引き下げられました。ク

ラブとしては例会運営について前向きに検討します

と共に、各委員会の開催、事業の実施等、積極的に推

進していきたいと思います。 

さて、本日の卓話は（公）佐世保市中小企業勤労者福

祉サービスセンター 事務局長 松永 栄次様による卓

話です。会員一同、楽しみに拝聴させて頂きます。よ

ろしくお願いします。 

また、諫早北ロータリークラブ千葉憲哉パストガバナ

ーのご来訪、心より歓迎致します。 

 

松田信哉 会員 

本日は、結婚記念日と誕生日のお祝い、ありがとうご

ざいます。 

 

前年度親睦活動委員会一同 

食事会のプール金が余りましたので、ニコニコいたし

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 緒方信行 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 茶村亜子 会員 

村上英毅 会員 内海一洋 会員 山下雄弘 会員 

山口貴史 会員 松尾祐輔 会員 井手誠博 会員 

二ノ宮 健 会員 松田亜由美 会員 馬渡政光 会員 

鐘ヶ江和重 会員 

本日は、諫早北ロータリークラブ千葉憲哉パストガバ

ナーのご来訪、誠にありがとうございます。 

また、本日の卓話をされる松永栄次様、本日はよろし

くお願いいたします・会員一同楽しみに拝聴させてい

ただきます。 

 

 

 

《新しい事務局員の紹介》 

泉
いずみ

 葵
あおい

 事務局員 

これからもよろしくお願いします。 

 

 

《ガバナー事務所 事務局員の紹介》 

市瀬
い ち せ

香
かお

理
り

 事務局員 

これからもよろしくお願いします。 

 
 


