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【今  回】会員数   54名  出席  23名    欠      席  17名   出席規定免除会員（7）出席 4名 ビジター 0名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54名  出席  32名   メークアップ   0名   出席規定免除会員（7）出席 4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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２週間ぶりの例会ですがその様な感じがしません。 
4日に佐賀でパストガバナーがお集まりになる諮問

委員会にデビューしました。 

いつも緊張する私ですがここはいつも以上に緊張し

ました。 

6日は福岡東RCの職場訪問例会に沢山の会員の方に

ご参加頂きありがとうございました。 

サテライト、個人参加の皆様もありがとうございま

した。 

卓話もまたまた緊張しました。この２つが終わってホ

ッとしています。 

例会が無かった週は多くの委員会が開催された週

でした 

水曜日に奉仕プロジェクト青少年、社会奉仕委員会

の合同委員会に参加しました。 

グローバル補助金事業、共同事業について調整がされ

ました。着々と進んでいます。 

木曜日にパスト会長会、指名委員会が開催され、次年

度40周年度もいよいよ動き出しました。 

金曜日は親睦活動委員会が開催されました。クリス

マス家族会とても楽しみです。 

ご参加の皆様ありがとうございました。 

3日間とも宮原副会長と一緒でした。水、木曜日は

当直なのにご参加ありがとうございます。 

金曜日は久しぶりに宮原副会長とお酒を飲むことが

できました。嬉しかったです。私自身は飲みすぎまし

た。それから、地区大会全員登録ありがとうございま

した。感謝です。 

さて、10月11日より全国旅行支援が始まりました。

Go toトラベル以来の全国規模の支援です。 

宿泊業界は混乱していますが大変期待しております。 

ニュースで皆様もご存じかと思います。 

各都道府県で少し違いがある様ですが、長崎県版を紹

介させて頂きます。 

長崎県の全国旅行支援「ながさきで心呼吸の旅キャ

ンペーン」は、全国の方を対象に長崎県の旅行代金

を40%割引します。1人1泊あたり上限5,000円、パック

商品（交通費込み）は8,000円です。 

プラス地域クーポンを平日3,000円分・休日1,000円分

貰えます。 

対象期間は、2022年10月11日〜12月20日です。事業

予算に達した場合は、早期終了する見込みです。 

コロナの感染状況によっては、内容の変更、中止にな

る可能性があります。 

割引を受けるには、免許証等の本人確認書類とワク

チン3回接種証明やPCR等の検査陰性証明の 

提示が必要です。画像でもOKです。 
例えば佐世保市塩浜町にあるグランドファーストイ

ン佐世保の場合ですが、シングル通常料金 1泊 

5,900円になります。 

それが40％OFF 2,360円の割引で3,540円になりま

す。地域クーポンが、休日は1,000円ですが、平日の

場合、3,000円貰え、実質宿泊費540円になります。 

お子さんも対象になります。詳しくホームページや宿

泊施設に聞いて下さい。 

市中心部での催し等で帰りが遅くなる時には、この機

会に是非ご利用下さい！ 

マスコミでは便乗値上げなど言われておりますが、

ほとんどのホテル旅館は一生懸命頑張っています。 

皆様も是非ご家族、パートナーとご利用下さい。第８

波が来ないことを祈るばかりです。 

今日の卓話は行政書士 井手法務事務所 所長 井手 

誠博会員の卓話です。楽しみにしています。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 RC 

10月20日（木）12：30～  

ホテルオークラJRハウステンボス「飛鳥の間」 

同日12：30～ 社会福祉法人 博仁会 に変更 

（佐世保市花高２丁目1-35）※職場訪問のため 

 

・佐世保南RC 

10月21日（木）12：30～  

セントラルホテル佐世保１F「アゼリア」から 



同日18：00～ホテルオークラJRハウステンボス  

12F「パール」の間 ※観月例会のため  

 

２.来 信 

 ・ガバナー事務所 

 RLI研修開催のご案内 

 2022年10月29日（土）13時30分～ ZOOM開催  

   地区大会本会議への青少年関係者参加のお願い 

 ロータリー財団セミナーのご案内 

 2022年11月13日（日）13時30分～ 

龍登園（佐賀市大和町梅野120） 

TEL：0952-62-3111 

 

・ロータリー米山記念奨学会 

  ハイライトよねやま 271 

 

・ロータリー財団 

  2022-2023 年度地区補助金決定通知 

（補助金額 1,505 ドル） 

 

・佐世保南 RC 

  2023-2024 年度インターアクト年次大会コ・ホス 

トのお願い 

 聖和女学院高等学校インターアクトクラブがホ 

スト。佐世保工業高等専門学校インターアクト 

クラブに同大会のコ・ホストのお願い。 

 

・ガバナー会 

   ・1995-96年度 RI2680 地区ガバナー 松岡通夫  

  様（神戸RC）10月2日 ご逝去（亭年91歳） 

  ・2017-18年度 RI2610 地区ガバナー 下口幸雄様

（加賀RC）10月4日  ご逝去（亭年79歳） 

 

３.依頼伝達 

  ①10/20（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。 

②10/18（火）ハウステンボス佐世保ＲＣ、10/20 

（木）平戸ＲＣ、10/27（木）佐世保東ＲＣにてド 

ーチューンミントゥさんによる出前卓話が行わ 

れます。船津カウンセラーよろしくお願いします。 

③10/24（月）次回例会はドウンディゴックビック 

（ベトナム）さんによる米山奨学生出前卓話です。 

   台北幸福ロータリークラブの謝冠園(2022-23年 

 度クラブ会長)メークアップ予定。 

 

《委員会報告》 

職業奉仕委員会 RLI 推進副委員長 野口好太郎  

本日、18時30分から、グランドファーストインに

て第1回職業奉仕セミナーを行います。 

千葉憲哉パストガバナー夫妻を迎えての開催となり

ます。貴重なお話しを聞いて、これからの佐世保北Ｒ

Ｃに繋がっていければと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

福岡東ＲＣの職場訪問例会へ参加して     

   報告者 小西研一幹事 

10月６日に開催された福岡東RCの職場訪問例会へ

参加してきましたので報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村瀨会長の卓話の様子です。素晴らしい卓話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者です。 

 

 以下、職場訪問例会の様子です。 

 早朝からのハードスケジュールでしたが、クラブ

対抗のゲームで非常に盛り上がりました。 

福岡東RCの会員の皆様からも暖かく迎えてくれ

ました。 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸畑教幸 社会奉仕委委員長 

申請しておりました、地区補助金について、正式に

決定通知が届きましたのでご報告いたします。 

補助金は次年度補助金事業実施のための視察費用に

一部として利用させていただきます。 

 

《ロータリー3 分間情報》 

        公門新治 ロータリー情報委員長  

ロータリーの特別月間というものがあります。各月

にテーマが決められており、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の活動に参加す

るよう強調するためにＲＩ理事会が指定した月間と

なります。詳しくはクラブ現況と活動報告書をご覧く

ださい。 

10月は地域社会の経済発展月間 / 米山月間とな

っております。 

今回はこの米山月間について紹介します。クラブは

10月に米山記念奨学事業の意義を深く認識し、寄付金

を募る活動をする。そのために、米山奨学生や、地区

委員の卓話を聞き、クラブフォーラムを開催したりす

ることが推奨されています。 

米山記念奨学事業とは何でしょう？ 

 米山記念奨学会というものがあります。東京RCの初

代会長“日本のロータリーの父”米山梅吉氏の遺徳を

記念し「米山基金」が設立されました。アジア諸国か

ら留学生を招致し、平和を求める日本人と出会うこと

で互いに信頼関係を築く国際奨学事業として、募金活

動がスタートしました。これが財団法人ロータリー米

山記念奨学会となり、北クラブでもお世話している、

ミンさんの奨学金等になっています。 

今月と来月のロータリー財団月間は小西幹事、村上

委員長よりご寄付のお願いがあると思います。このよ

うにいい事業に繋がりますのでご協力よろしくお願

いします。 

また、北クラブでは発足以来、米山奨学会には毎年

多額の寄付を続けています。チャーターメンバーの発

案により、当クラブ独自で「米山友の会」を設立し継

続的に寄付が行えるような仕組みを作りました。現在

会員数23名が加入しており、会員は毎年2万円（前期・

後期各1万円）を納め、その年に積立金が多い人から

米山功労者になって頂いております。今後も「米山友

の会」を通して、留学生の奨学に貢献できればと考え

ます。新入会員の皆様にも入会の声をかけさせて頂き

ます。お力添えをお願い致します。 

 

《ロータリーの友紹介》 

公共イメージ・雑誌文献委員 松尾祐輔  

■米山月間の特集 

『私、空気は読みません』(P8～P10) 

元米山奨学生である西アフリカ・マリ出身のウス

ビ・サコさんの記事が掲載されております。ウスビさ

んは京都大学大学院の時に奨学生となっています。現

在は日本に国籍を持ち、教育者として活躍、またロー

タリアンとしても活動されておられます。そんなウス

ビさんから見た日本人と日本の課題を語っている記

事になります。 

印象深いのは、日本には「空気を読む」という言葉が

ありますが、それは「日本人独特の性質であり、日本

のグローバル化にとって非常に危険なこと」と仰られ

ています。どういう内容か気になる方は、是非、記事

をご覧ください。 

 

■お知らせ「地区別クラブ数・会員数一覧表」(P31) 

 この表は、日本ロータリーの 2021 年７月末から

2022 年７月末の１年間での会員数の増減が記載され

ている表になります。日本には、34 地区あり、クラ

ブ数でいえば 2,223 クラブのロータリークラブが創

設されています。34 地区の全会員数は 2022 年７月末

で、84,529 名になりますが、昨年と比較したところ、



本日の合計  23,000 円    累計 566,270 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） 

増加した地区は 34 地区中 5 地区のみとなり、会員数

では全体で 923 名減という結果でした。今後も会員増

強に意識的に取組んで行かなければならないと気づ

かされる指標となっています。 

 

【縦組み】 

■ロータリーアットワーク(P41・P47) 

 日本中のロータリークラブの活動が掲載されてお

ります、ロータリーアットワークに創立 30 周年とい

うことで、佐世保東南 RC 様が、動植物園もりきらら

に花のアーチを寄贈されたとの記事が掲載されてお

ります。(P47) 

また、福岡東令和あけぼのロータリー衛星クラブ様の

ベンチ寄贈の記事も載っております。(P41)是非、ご

覧ください。 

 

 

《ＲＩニュース》 

2024-25年度国際ロータリー会長に 

ステファニー A. アーチック氏が選ばれる 

マクマリー（McMurray）・ロータリークラブ（米国

ペンシルバニア州）会員であるステファニー A. アー

チック氏が、会長指名委員会により2024-25年度国際

ロータリー会長に選ばれました。アーチック氏は女性

として史上二人目の国際ロータリー会長となります。

対抗候補者が出なければ、9月15日に会長ノミニーと

して宣言されます。  

新型コロナウイルスの大流行、気候変動による災害、

多くの地域での紛争など、世界が非常に大きな課題に

直面する中で、これらの課題を乗り越えるためのビジ

ョンとプランをロータリーが提供できると、アーチッ

ク氏は言います。 

「危機的な課題を乗り越え、解決するためにロータ

リーのリーダーたちが取る措置は、組織を強くし、将

来の出来事に対する組織の回復力を高めるもの」とア

ーチック氏。「このような重要なリーダーシップは、

奉仕し、危機を解決するためにロータリアンが行動人

として力を合わせるなら、それがライバル同士であっ

ても、新しいレベルの協力を生み出します」 

組織再編を優先することが極めて重要だと、アーチッ

ク氏は言います。 

（詳しくはMy Rotary をご覧ください） 

 

 

《ニコニコボックス》 

松田信哉 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に引き下げらましたので、

本日から食事をしながらの通常例会になります。皆さ

まと楽しい例会の時間を過ごしましょう！ 

さて、本日の卓話は井手誠博会員による新入会員卓話

です。会員一同、楽しみに拝聴させて頂きます。井手

会員、よろしくお願いします。 

 

藤井良介 会員 

本日の卓話、井手会員、楽しみに拝聴いたします。 
誕生日祝いありがとうございました。１０月８日に７

５歳になりました。 
後期高齢者になりました。 
 
永田武義 会員  富田耕司 会員  古賀新二 会員 

蒲池芳明 会員  渡会祐二 会員  松田信哉 会員 

松永祐司 会員  公門新治 会員  西沢  寛 会員 

井上隆三 会員  村上英毅 会員  山口貴史 会員 

菊永伸生 会員  井手誠博 会員  馬渡政光 会員 

野口好太郎 会員 

本日の井手誠博会員による新入会員卓話、楽しみに拝

聴させて頂きます。井手会員よろしくお願いします。 
 

 

《米山記念奨学金授与式》 於：事務局 

   本日、米山記念奨学生のミンさんへ奨学金の

授与式がありました。 

 

 

 

 

 


