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《米山記念奨学生卓話》 
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【今  回】会員数   54名  出席  30名    欠      席   12名   出席規定免除会員（7）出席 6名 ビジター 3名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54名  出席  36名   メークアップ   0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 



村瀨会長よりバナーの贈呈後、米山記念奨学金贈呈

式がありました。 



《会長挨拶》 

 村瀨高広 会長 

今日は小西幹事がグローバル補助金事業視察で松田

エレクトと、戸畑奉仕プロジェクト社会奉仕委員長と

フィリピン・マニラに行かれています。井上副幹事よ

ろしくお願い致します。 

先週を少し振り返ります。 

金曜日は親睦活動委員会が開催されております。 

委員の皆様ありがとうございました。12 月 5 日に開

催される忘年家族会とても楽しみです。 

会員の皆様のご参加よろしくお願い致します。 

土曜日は米山記念奨学生面接官オリエンテーショ

ンが諫早で開催されました。 

本日メークアップの千葉憲哉パストガバナー、重信

哲地区米山記念奨学委員も出席され当クラブからは

三谷地区委員が出席しました。 

ガバナーエレクト事務所より峯事務局長、早田地区副

幹事、市瀬さんにオブザーバーとして参加していただ

きました。 

ガバナー年度の準備です。私もオリエンテーションを

受けて12月18日日曜日に佐賀西九州大学で開催され

る面接に面接官として行きます。頑張ります。 

日曜日はロータリー財団セミナーが佐賀で開催さ

れました。私は次年度地区幹事として、村上財団委員

長と一緒に参加してきました。 

財団の仕組み、ポリオの事とても勉強になりました。 

村上委員長と２人でお洒落なカフェでランチをしま

した。おいしかったです。ありがとうございました。 

私は、次年度準備の為、様々な会合に参加しており

ます。大変な事もたくさんありますがクラブ以外のロ

ータリアンとお会いする機会が増えました。 

皆さんもいろいろなセミナーに参加された時は、ロ

ータリアンと話をして下さい。いろいろな発見があり 

楽しいですよ。 

今年度地区大会11月25日金曜日より上村ガバナー

のもとは佐賀 RC がホストクラブで開催されます。 

会員の皆様には11月26日土曜日の本会議に参加して

頂きます。記念講演会は池上彰さんです。 

ご参加よろしくお願い致します。 

本日の卓話は米山奨学生ドーチュン・ミントゥさん

です。楽しみにしています。 
 

 

《幹事報告》 
          井上隆三 副幹事 

１.来 信 

 

・ロータリーの友事務所 

  2023-24 年度『友』地区代表委員 

 情報登録のお願い 

・国際ロータリー日本事務局         

2022 年手続要覧掲載予定時期のご案内 

 ・佐世保中央ロータリークラブ 

  2022 年 11 月 28 日（月） 

北クラブ例会でのキャラバン実施のお知らせ 

 

３.依頼伝達 

 

① 地区大会登録料の請求書をセルフボックスに

入れております。ご確認の上、お振込み若し

くは事務局でのお支払いをお願いします。 

② 11 月 17 日（木）18 時 30 分よりグランドファ

ーストイン佐世保にて第 5 回理事会を開催し

ます。理事・役員の皆様はご出席頂きますよ

うお願いします。 

③ 次回11月21日第1679回例会はロータリー財

団・米山記念奨学委員会による委員会卓話に

なります。 

④ 前回 1677 回例会の週報がクラブのＨＰにア

ップされています。年次総会で発表された

2023-2024 年度の理事・役員のフレッシュな

顔ぶれの写真が掲載されていますので、是非、

ご確認ください。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

 
 

・諫早北ＲＣ 

千葉憲哉パスバナー      



本日の合計  30,000 円    累計 698,270 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 松田亜由美） 

・佐世保南ＲＣ           重信 哲 様 

・佐世保東南ＲＣ        高比良耕一 様 

 
 

《委員会報告》 

 山下雄弘 親睦活動副委員長  

2022年11月11日（金）上京町のDining Bar unchain(ア

ンチェイン)にて、第3回親睦活動委員会とＳＡＡとの

合同委員会を開催しました。議題は冬の忘年クリスマ

ス会と来年の新年会についてです。忘年クリスマス会

の日程は12月5日(月)18時～を予定しています。楽し

いクリスマス会となるよう、親睦委員会一同で色々と

考えております。今週正式な案内を会員の皆さまに送

付しますので、来週11月24日までに出欠はがきの返送

をお願い致します。 

また、2023年1月7日(土)に祈願祭と新年会を予定して

います。こちらの案内については、12月に発送を予定

しています。 

  

村上英毅ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

ポリオプラス基金について 

ポリオワクチンはポリオ（小児まひ、急性灰白髄炎）

を予防するワクチンには経口の生ワクチンと注射の

不活化ワクチンとがあります。日本では2012年9月か

らは不活化ポリオワクチンに切り替わりましたが、世

界の使用状況では、ポリオの流行している国などは生

ワクチンを使用しています。生ワクチンは、まれにワ

クチンを飲んだ人や周りの人に小児まひが起こると

いうデメリットもありますが、1960年のポリオ大流行

を急速に終わらせたのは経口生ワクチンの功績です。 

皆様のご寄付によりポリオがゼロになるようポリオ

プラス基金のご協力をお願いします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

山下雄弘 親睦活動副委員長 

 

佐世保南ＲＣ 重信 哲 様 

佐世保南ＲＣの重信です。入会して初めてメークアッ

プに伺いました。米山記念奨学生のミンさんの卓話を

楽しみにしております。米山記念奨学会は皆様のご寄

付によって運営されております。引き続き、ご理解と

ご支援をお願い致します。 

 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

諫早北RCパストガバナー千葉様、佐世保南RC重信様、

佐世保東南 RC 高比良様、ようこそ佐世保北 RC へ会員

一同歓迎いたします。 

皆様こんにちは、明日からは気温も下がり本格的な冬

に近づいていく予報が出ております。コロナ感染も増

加傾向にありますので健康にご留意下さい。 

さて、本日の卓話は、米山奨学生ミンちゃんの卓話で

す。私たちの知らないベトナムの話など、聞けること

を楽しみにしております。 

 

永田武義 会員 

先週は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうござい

ました。79歳になりました。ロータリー歴は39年にな

りますが、まだまだ頑張ります。 

 
蒲池芳明 会員 

先週は皆様から結婚記念日のお祝いを行っていただ

き、ありがとうございました。おかげさまで40周年を

夫婦で迎えることができました。年と共に家内への感

謝を感じております。本当にありがとうございました。

小西幹事、松田エレクト、戸畑社会奉仕委員長の無事

帰還をお祈りします。 

 
福田俊郎 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 渡会祐二 会員 

三谷秀和 会員  二ノ宮健 会員 松永祐司 会員 

近藤竜一 会員  船津  学 会員  井上隆三 会員 

渥美大介 会員  村上英毅 会員  中村祐二 会員 

山口貴史 会員  松尾祐輔 会員 井手誠博 会員 

馬渡政光 会員 鐘ヶ江和重 会員 野口好太郎 会員 

本日は千葉パストガバナー、佐世保南ＲＣ重信様、佐

世保東南ＲＣ高比良様のご来訪誠にありがとうござ

います。会員一同歓迎いたします。本日はミンさんの

卓話ということで、大変楽しみにしております。宜し

くお願い致します。 




