
                                       第1677回例会 No.15  

例会日：2022.11.07 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 米山記念奨学生卓話（ミンさん）        次回例会 委員会卓話（Ｒ財団・米山記念奨学委員会） 

《年次総会》 

             渡会祐二 指名委員長

 
 

S.A.A（中村祐二会員） 

「それでは、只今より佐世保北ロータリークラブ

2022～2023 年度年次総会を開催致します。慣例によ

り議長は会長が務めるということになっております

ので、村瀨会長よろしくお願い致します。」 

村瀨会長：それでは、年次総会の議長を務めさせて

頂きます。よろしくお願い致します。まず始めに総会

成立報告を致します。 

クラブ細則第 5 条第 5節の規定により、本総会の成立

定足数は会員総数 43 名の 1/3 14 名以上です。本日

の出席者総数は 36 名ですので本総会が定足数を満た

しておりますことをご報告致します。 

本総会において皆様にご審議頂く事項は次の議案で

あります。 

●第 1 号議案 

2024～2025年度 当クラブ会長選任の件 

●第 2 号議案 

2023～2024年度 当クラブ役員・理事選任の件 

 

村瀬会長：それでは最初に第１号議案 2024～2025年

度 当クラブ会長選任の件の審議を致します。尚、2024

～2025年度会長 並びに2023～2024年度役員・理事の

選任につきましては、当クラブ指名委員会に一任して

おりますので、渡会指名委員長よりご報告をお願い致

します。 

渡会委員長：当クラブ細則第3条第１節により指名委

員会を開催し、慎重に審議を重ねました結果、2024

～2025年度会長に『公門新治』君を指名させて頂くこ

とに決定致しましたことをご報告致します。 

村瀬会長： 皆様、拍手でご承認をお願い致します。

（拍手）ありがとうございます。 

それでは公門新治会長ノミニーより一言ご挨拶をお

願い致します。 

公門ノミニー：「皆さんこんにちは、公門です。まず

は、本日家族の健康状態により例会を欠席することに

なりましたことをお詫び申し上げます。 

さて、この度栄えある佐世保北ロータリークラブの第

41代会長ノミニーとして名前を挙げて頂きましたこ

とを、大変光栄に思うと共に、身の引き締まる思いで

す。松田会長の40周年年度を引き継ぐことになります

が、まずは、40周年をしっかり踏み固めて、次の45

周年、50周年を目指す再出発の一年にしたいとおもい

ます。 

まだまだ経験も浅く、若輩ではございますが一年間し

っかり勉強し、会員皆さんの、そして北ロータリーク

ラブの為に精一杯尽くしていく所存でございます。皆

様ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。」 

村瀨会長：次に第2号議案2023～2024年度 当クラブ

役員・理事選任の件につきまして渡会指名委員長より

ご報告をお願い致します。 
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【今  回】会員数   54名  出席  36名    欠      席   6名   出席規定免除会員（7）出席 6名 ビジター 1名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54名  出席  27名   メークアップ   1名   出席規定免除会員（7）出席 6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 



渡会委員長： 指名委員会におきまして慎重に審議致

しましたが、発表を松田信哉次年度会長にお願いした

いと思います。 

松田次年度： 藤井良介会員、二ノ宮健会員、茶村亜

子会員、鐘ヶ江和重会員、中村祐二会員、村上英毅会

員、船津学会員、戸畑教幸会員、井上隆三会員、内海

一洋会員 以上 10 名の理事となります。 

村瀬会長：次年度役員・理事が発表されました。よ

ろしければ拍手でのご承認をお願いします。（拍手） 

ありがとうございました。それでは松田次年度会長よ

りご挨拶をお願いしたいと思います。 

松田次年度：次年度は、このメンバーで、理事・役

員を構成することになりますので皆様よろしくお願

いいたします。メンバーの顔ぶれを見みていただいて

分かるように、経験豊富なベテランを輩出させていた

だきました。盤石な布陣となったと自負しております。

次年度は、ここにいるメンバーを中心に、40周年の実

行委員会を構成していくことになります。一年間、よ

ろしくお願いいたします。 

最後に内部連絡があります。三谷幹事よろしくお願い

いたします。 

三谷幹事：「例会終了後に、第１回の次年度理事会を

開催しますので、例会終了後、後ろの席にお集まり下

さい。」 

村瀨会長：それでは、松田次年度会長はじめ次年度

理事・役員の皆さまよろしくお願い致します。また渡

会指名委員長におかれましては大変お疲れ様でした。 

村瀨会長：その他ございませんか？ （・・・・・・） 

なければ以上をもちまして本年次総会における全て

の議案審議が終了致しました。皆様のご協力に感謝申

し上げ、年次総会を閉会致します。それでは S.A.A

にマイクをお返しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

 村瀨高広 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月は米山月間でした。会員の皆様より沢山のご寄

付を頂き本当にありがとうございました。 

船津会員におかれましては米山奨学生ミンさんの

卓話出前4か所の同伴お疲れ様でした。 

昨日はミンさんの長崎県立大学学園祭にお誘い頂き

ありがとうございました。 

米山カウンセラーとして忙しいなか感謝いっぱいで

す。 

今月はロータリー財団月間です。1964-65年度ＲＩ

理事会と管理委員会は、毎年11月15日を含む１週間を

ロータリー財団週間とすることに定めました。その後

1983-84年度に、11月をロータリー財団月間と定めま

した。 

財団の奨学金事業及び人道的諸事業についての知

識と理解を深め、財団の推進に役立つプログラムを実

施する月間であります。 

ＲＩ理事会指定の10の月間の１つになっています。 

会員の皆様には先月に引き続きご寄付のお願いです。

ご協力お願い致します。 

11月13日より小西幹事、松田エレクト、戸畑奉仕P

社会奉仕担当委員長がグローバル補助金事業の 

視察にフィリピンに行かれます。気を付けて行って来

てください。 

本日は、年次総会です。次々年度会長、次年度理事

役員の発表になっております。 

どうぞ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 

11月10日（木）12：30→11月13日（日） 9：00～ 

秋季行事のため 

海上自衛隊佐世保資料館（佐世保市上町8-1） 

11月3日（木）休会 定款第7条 (d)（1）により 

・佐世保中央ＲＣ 

11月10日（木）18：30～ シネマボックス太陽 

家族・社員招待例会（映画例会）のため 

11月3日（木）休会 定款第7条 (d)（1）により 



・佐世保西ＲＣ 

11月15日（火）12：30→11月15日（火）11：00～ 

職場訪問例会のため 

天神山トンメル工事現場視察 

11月22日（火）休会 定款第7条（d）（1）により 

 

２.来 信 

 

・ガバナー事務所 

・国際RC2740地区公共イメージ委員会 第2回九 

州地区公共イメージ向上部門 合同会議開催 

12月3日（土）（14：00～17：00）アバンセ 

（佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生 

涯学習センター）3Ｆ 第2研修室  

・地区大会での「会員増強優秀クラブ・ロータ 

リー賞受賞クラブ」ご登壇のお願い。 

・ロータリー財団月間リソースのご案内 

 

・長崎中央ロータリークラブ事務局 

インターアクト年次大会報告書への写真掲載 

の確認 

 

３.依頼伝達 

①11月はロータリー財団月間です。11月のロータリ

ーレートは1ドル148円になります。同レートベー

スのご寄付をお願いします。 

②本日例会より、11月になりますので、配席を変更

しております。12月までの2ヶ月間はこの配席 

となりますのでよろしくお願いします。各テーブ

ルのテーブルマスターを発表いたします。テーブ

ルＡ：三谷秀和会員、テーブルＢ：松永祐司会員、

テーブルＣ：荒木利恵子会員、テーブルＤ：戸畑

教幸会員、テーブルＥ：菊永伸生会員、テーブル

Ｆ：井手誠博会員、テーブルＧ：藤井良介会員 

③11月26日（土）は佐賀市文化会館にて2022-2023

年度地区大会本会議が開催されます。皆さまから

は既に出欠回答を頂いており、当クラブからの参

加者は34名になります。当日は駐車場に限りがあ

りますので、会員の車に分乗していくことになり

ます。今週中に配車を連絡致しますので、宜しく

お願いします。 

④地区大会の登録につきましては、衛星クラブを含

め、全員ご登録頂いております。登録料は10,000

円となります。請求書を次回例会までにセルフボ

ックスに入れさせて頂きますので、お支払いをお

願いします。 

⑤次回7月14日第1678回例会は、ドーチューミント

ゥ（ベトナム）さんによる米山奨学生卓話になり

ます。 

 

 

《今月の結婚祝い》 

S.53.11.27 福田俊郎・三和  夫妻 

S.45.11.22 富田耕司・路子  夫妻 

S.48.11.10  二ノ宮 健・澄子  夫妻 

S.56.11.23 蒲池芳明・眞三枝 夫妻 

H.20.11.22 村瀬高広・美希  夫妻 

H.13.11.24 松田亜由美・延之 夫妻 

H. 7.11. 8 井上隆三・智子  夫妻 

H. 9.11.16  戸畑教幸・江梨沙 夫妻 

H.23.11. 3 青井哲夫・桂   夫妻 

H.11.11.11 菊永伸生・珠美  夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

S.18.11.11  永田武義 君 

S.27.11. 1  相良一三 君 

S.50.11.26  内海一洋 君 

S.59.11.20  早田貴志 君 

 

《来訪ロータリアン》 

・佐世保南ＲＣ 宗 博美 様 

 

 

《委員会報告》 

 早田貴志 親睦活動委員長  

2022年11月11日（金）18:30から上京町のDining Bar 

unchain(アンチェイン)にて、第3回親睦活動とＳＡＡ

との合同委員会を開催します。議題は来月の忘年クリ

スマス会と来年の新年会についてです。対象者の方は、

ご参加よろしくお願いいたします。 

  

船津  学 地区大会実行委員会 部会長 

今年の5月17日（火）に九十九島観光公園で撮影しま

した、地区大会のＰＲ動画を放映します。その後、何

度か九十九島観光公園に行きましたが、撮影日よりも

天気が良い日はありませんでした。今月の地区大会の

時に流しますのでよろしくお願いいたします。 

ちなみに私は前乗りしていますので、一緒に飲みにい

く時間のある会員は声を掛けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日の合計  37,000 円    累計 668,270 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小西研一 幹事 

2022年11月13日（日）から11月16日にかけて、40周年

事業のひとつの地区補助金事業でフィリピンへ視察

訪問に行ってきます。それを受けて、村瀨会長より餞

別をいただきました。訪問団を代表して、戸畑教幸団

長にお渡しいたします。 

 

 
 

 

《ニコニコボックス》 

渥美大介 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 

長崎県のコロナウイルス感染者数の1週間平均が200

名台で推移していたものが400名台まで増えてきてお

ります。こらから12月にむけ、増加傾向で推移するこ

とが予想されますので、会員の皆様におかれましては、

改めて感染対策をしっかりとお取りいただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

さて、本日の例会は年次総会です、次々年度の会長の

発表と、次年度松田年度の理事・役員の発表がありま

す。指名委員長の渡会委員長、松田会長エレクト、よ

ろしくお願いいたします。 

 
二ノ宮 健 会員 

結婚記念日の御祝いありがとうございます。 

先日、3日開催の北斗会で優勝の今井会員おめでとう

ございます。 

 
小西研一 会員 

富田会員のご子息であり、衛星クラブのメンバーでも

ある富田浩太郎会員が、昨日開催された下関海峡マラ

ソンのフルマラソンの部42.195キロを4時間11分42秒

という好タイムで初完走されました。 

おめでとうございます。ニコニコします。 

 
福田俊郎 会員  永田武義 会員  富田耕司 会員 

藤井良介 会員  古賀新二 会員  峯  徳秀 会員 

渡会祐二 会員  松田信哉 会員  松永祐司 会員 

近藤竜一 会員  船津  学 会員  西沢  寛 会員 

茶村亜子 会員  渥美大介 会員  村上英毅 会員   

戸畑教幸 会員  早田貴志 会員  内海一洋 会員  

中村祐二 会員  青井哲夫 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  馬渡政光 会員  野口好太郎 会員 

荒木利恵子 会員 

さて、本日の例会は年次総会となります。年次総会は

次々年度の会長の発表と、次年度松田年度の理事・役

員の発表があります。本年度、次年度、次々年度とつ

ながっていく未来に向けた総会となることを期待し

ています。 
よろしくお願いいたします。 
 


