
                                       第1680回例会 No.18  

例会日：2022.11.28 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 忘年家族会              次回例会 グローバル補助金事業フィリピン視察旅行報告 

《第２回クラブ協議会》 

                地区大会報告  

●地区大会前日に行われたロータリー研修セミナー

とＲＩ会長代理の歓迎晩餐会について 

           報告者 小西研一 幹事 

 

本日は、第2回クラブ協議会、地区大会報告です。 

一昨日行われた地区大会にご参加の皆様お疲れ様

でした。地区大会の報告をパワーポイントでまとめて

きましたので、正面のスクリーンを見て下さい。 

地区大会の第1部を馬渡政光会員に、基調講演を荒

木利恵子会員に、第2部を今井貴文会員にそれぞれ発

表していただきます。 

私は、金曜日に行われた酒井正人ＲＩ会長代理の研

修セミナーと、夜に行われた晩餐会について簡単に報

告いたします。 

酒井ＲＩ会長代理のお話しは、危機管理についてで

ありました。海外交換留学生を受け入れる場合のリス

ク等についてや、過去にロータリアンが起こした事件

についてのお話しがありました。会場へ人1人1人発言

を求められましたので、非常に緊張感のある研修でし

た。 

続いて、夜の晩餐会が盛大に行われました。奉仕の

理想をびわで演奏するといった余興もあり大変盛り

上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地区大会第１部について 

           報告者 馬渡政光 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会本会議第1部の内容について報告いたしま

す。私は昨年、島原ロータリークラブ会員として、長

崎市で開催された地区大会に初めて参加し、今回は2

回目の参加でした。昨年の地区大会の内容はあまり記

憶がなかったので、金曜日に昨年度の地区大会記念誌

を見て参加しました。 
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【今  回】会員数   54名  出席  37名    欠      席  6名   出席規定免除会員（7）出席5名 ビジター5名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54名  出席  30名   メークアップ   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 



昨年度の第1部は1時間でしたが、今回は2時間とい

うことで何が違うのかという視点で見ました。 

定刻12時30分、上村ガバナーの点鐘に始まり、国歌、

ロータリーソング「奉仕の理想」の黙唱、物故会員追

悼と続いて行きました。(国歌等:昨年はソプラノ歌手

独唱、物故会員数:今年度19名、昨年は14名) 

開会、歓迎の挨拶、出席者紹介まで終わり30分経過 

クラブ紹介では、ガバナー補佐より全グループの紹介。

(約20分) 

昨年度は第2部で行われた青少年紹介に続き、来賓祝

辞として佐賀県知事(約7分)、佐賀市長(約5分)の祝辞

がありました。 

昨年度は無かった、ＲＩ会長代理挨拶として、酒井さ

まから、ジェニファー・ジョーンズ会長のメッセージ

映像、地区現況報告などがありました。(約20分) 

その後、上村ガバナー挨拶などプログラムどおり進み、

終了予定8分前に第1部が終了しました。来年度佐世保

で行われる地区大会に2回の経験を活かしていきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●池上 彰氏の記念講演「ニュースから世界を見る」

について 

報告者 荒木 利恵子 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
「2 年半コロナで行動が制限され、ようやく暗い世

の中が明けつつある」との言葉を皮切りに、ようやく

海外に取材にいけるようになったこと、現在のアメリ

カの物価高および円安による日本の海外での立ち位

置や日本のデジタル化が急速に進んだことなど、コ

ロナにより日本および世界が大きく変わったことを

話されました。また過去にも同じように、未知の感染

症で世界の歴史が大きく変わったことがしばしばあ

ったことを歴史の紐を解きながらわかりやすく説明

していただきました。共通して言えることは、侵略や

外交などでグローバル化が進むことで知らず知らず

に世界中に感染が拡大し、多くの人たちが犠牲になっ

たということ。そこには必ず宗教が関与していたとい

うこと。そして、感染と同時に新しい技術が入ってく

るとその技術があたかも感染源のようなデマが広ま

りやすく、冷静な判断ができないまま大きな出来事に

発展しやすいということ。また、ロシアのウクライナ

軍事侵攻は「プーチン氏の個人的なトラウマとコロナ

感染に怯えて人と接触をせず、孤独な中でロシアの歴

史について極めて偏った考えを持つようになったか

ら」と、まさかコロナが関係していたとは想像もして

いなかったお話がありました。そして最後に「今、コ

ロナによって世界が大きく変わろうとしている。私た

ちは歴史の分岐点に立っている。そして今まさに世界

の歴史が作られている。日本がカーボンニュートラル

を実現するという未来から現在を振り返ったときに、

今がどんな状態か考えるということがとても大事で

ある。コロナで世界は混乱したが、これをきっかけに

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が広がり、

あるいは衛生で健康な経営を人々が追及するように

なり感染症に強い新しい経済を作ることができた、あ

るいはカーボンニュートラルが完成するきっかけと

なったと未来の教科書に書かれるかどうかは、今の私

たちが何をするかということにかかっている。これか

らの日本あるいは世界をどのように築いていくのか

未来の歴史の教科書に現在はどう書かれるのか、私た

ちが歴史を作っていくんだという自覚をもって取り

組んでいくことが私たちに求められている。」と述べ

られ、時間ぴったりに終えられてお見事でした。内容

もとても分かりやすく、このコロナ禍での体験を未来

に活かすことの重大さを痛感いたしました。とても貴

重な講演を拝聴させていただきました。 

 

●地区大会第２部について 

           報告者 今井貴文 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会の第2部についてご報告させていただきます。 

 



第二部では、委員会報告から始まりました。まず初

めに登録委員会から本地区大会の参加クラブ数61ク

ラブと1,043名の登録がなされていることについて報

告がされました。 

次に信任委員会、選挙管理委員会、決議委員会から

各種報告があり、地区大会決議の決議第1号から第10

号までの決議が賛成多数で採択されました。 

その後、クラブ表彰が行われ、佐世保北ＲＣは会員

増強優秀クラブ第一位として表彰を受けました。代表

して村瀨会長が登壇され、少し緊張した面持ちであり

ましたが、堂々と賞状を受け取られていました。さら

に佐世保北ＲＣは、ロータリー賞受賞の表彰も受賞す

る快挙を成し遂げております。 

クラブ表彰が終了し、個人表彰が行われているタイ

ミングで佐世保北ＲＣのメンバーは、次期地区大会の

ＰＲを行うため裏舞台へと移動。ＰＲ動画までは裏舞

台で大会に参加することになりました。緒方ガバナー

エレクトが奥様と舞台装置で登場された演出のあと、

圧巻のスピーチで一年後に迫った地区大会に対する

並々ならぬ想いを話されました。その後参加メンバー

全員で地区大会のＰＲ活動を実施、富田実行委員長の

力強い挨拶と、松田次年度会長のシュプレヒコールで

無事にＰＲタイムを終えることができました。来年は

これだけの規模の大会を佐世保北ＲＣが主管しなけ

ればならないと、メンバー1人1人が体感する地区大会

となりました。そして最後に点鐘が行われ2022-2023

年度の地区大会第二部が終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

 村瀨高広 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地区大会参加の皆様お疲れ様でした。また沢山のご

参加ありがとうございました。 

私と小西幹事は金曜日から佐賀に入りロータリー

研修セミナー、RI会長代理酒井正人様ご夫妻歓迎晩餐

会に出席しました。セミナーはロータリーの危機管理

のお話でした。 

晩餐会は3年ぶりの開催という事でした。他クラブ

の方々と親睦を深めることができました。 

次年度準備の為、地区大会実行委員会の皆様ありがと

うございました。 

私自身、次年度の事を考えると何か落ち着かない大

会になりました。 

緒方ガバナーエレクトが挨拶出来て本当に良かった

です。 

地区大会のPRもできたと思います。 

翌日の親睦ゴルフ大会には７名参加いただきました。

ありがとうございました。 

結果はいかがだったでしょうか？ 

会員の皆様には大変お忙しい中、3日間ありがとうご

ざいます。心より感謝申し上げます。 

地区幹事としてあらためて気合が入りました。皆様の

ご協力のもと準備をしていきたいと思います。 

大会についての報告は後ほどあります。 

尚、本日は橋口佳周（よしかね）ガバナー補佐をは

じめとして、佐世保中央ロータリークラブの皆さまが、

ＩＭキャラバンとしてお越しです。中央ロータリーク

ラブの皆さまには次年度緒方ガバナー年度にPETS実

行委員会をお引き受け頂く等、大変お世話になります。

佐世保北ロータリークラブとしましても、本年度ＩＭ

に向け万全の協力をさせて頂く所存です。本日はよろ

しくお願いします。 

 

 
《幹事報告》 

           小西研一 幹事 

1.例会変更 

・佐世保東ＲＣ 

12月22日（木）12：30～ 

 ホテルオークラJRハウステンボス「飛鳥の間」  

 →ホテルオークラJRハウステンボス12階「パール」 

※忘年家族例会のため 

12月29日（木）→休会 

 ※定款第7条（ｄ）（1）により 

 

２.来 信 

 ・ガバナー事務所 

米山記念奨学生面接試験のご案内 

  2022 年 12 月 18 日（日）9：00～ 

西九州大学 佐賀キャンパス 

 

 



３.依頼伝達 

①地区大会のご出席、お疲れ様でした。地区大会登

録料について大半の皆さまにはお支払い頂いて

おりますが、まだの方は振込、もしくは事務局で

のお支払いをお願いします。 

②次回の例会はハウステンボス リゾートシップ

マリエラ号で 18 時より短縮例会として行います

のでよろしくお願いします。 

 

 

《ご来訪者》  

諫早北ＲＣ 千葉憲哉パストガバナー 

V・ファーレン長崎 浦 明美 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保中央ＲＣ 橋口佳周ガバナー補佐 

馬場貴博ＩＭ実行委員長 

            馬渡圭一キャラバン部員 

            吉野英樹キャラバン部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Ｖ・ファーレン長崎協賛のお願い》 

Ｖ・ファーレン長崎の浦です。今日は緒方ガバナーエ

レクトの取り計らいで、お邪魔させていただきました。 

 私は長年ジャパンネットに勤めております。 

本日はジャパンネットがスポンサーをしているＶ・フ

ァーレン長崎の応援のために、協賛のお願いに上がり

ました。ご協力をお願いいたします。 

。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ＩＭキャラバン隊の報告》 

 佐世保中央ロータリークラブの橋口です。本日は令

和5年2月23日に開催するインターシティーミーティ

ングのキャラバンとして参りました。 

ロータリーの設立した日である2月23日に行います。

これまでコロナ禍によって思う通りに出来ませんで

したが、今回は正式に行いたいと思います。 



 第1部は、各クラブから我がクラブのロータリー自

慢をしていただこうと思います。 

 第2部は、パネルディスカッション方式で行います。 

 事前にアンケートを取りたいと思いますので、チラ

シのＱＲコードをスマートフォンで読み取ってアン

ケートに答えていだきたいと思います。ご協力をお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《地区大会個人表彰》 

       35年連続出席者 緒方信行 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25年連続出席者 宮原明夫 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員会報告》 

          早田貴志 親睦活動委員長 

12月5日（月）に開催されます忘年クリスマス会の出

欠のお返事をされていない会員は、早めにお返事をお

願いいたします。 

 

茶村亜子 職業奉仕副委員長 

先週もお願いさせていただきましたが、来る12月19

日（月）の18時半から、グランドファーストイン佐世

保にて職業奉仕セミナーを開催いたします。 

ＲＬＩ推進委員会との合同で開催いたしますので、フ

ァシリテーションの質問内容を詳しくまとめた用紙

を中村委員長に作って頂いておりますので、近日お手

元に届くようにいたします。 

職業奉仕に関する勉強ももちろんですが、ファシリテ

ーションの行い方を知る大変良い機会であると思っ

ておりますので12月13日の締め切りまでのご都合を

合わせていただき、奮ってご参加いただきますよう重

ねてお願いいたします。 

 

渥美大介 次年度地区副幹事 

先週の11/21（月）に地区研修協議会準備委員会を藤

井実行委員長の下、村瀨地区幹事、茶村委員、公門委

員で開催しました。4月開催に向けて佐世保北ロータ

リークラブの皆様のご協力をいただきながら成功さ

せるように頑張っていきますのでよろしくお願いい

たします。 

 

 

《ニコニコボックス》 

 

諌早北ロータリークラブ 千葉憲哉パストガバナー 

地区大会での佐世保北ＲＣのプレゼンは最高に盛り

上がりました。又、緖方エレクトの緖方節も最高でし

た。 

 

橋口佳周 第６グループガバナー補佐 

第6グループガバナー補佐の橋口です。本日は、2023

年2月23日に開催いたします、第5・第6グループ合同

のＩＭのキャラバンでお伺いしました。 



本日の合計 49,000 円    累計 779,270 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） 

公式訪問は、第6グループ最後の訪問でしたが、ＩＭ

のお願いは佐世保中央ロータリークラブのスポンサ

ークラブの佐世保北ロータリークラブが最初でござ

います。 

次年度の準備で何かとお忙しいとは思いますが、2月

23日は何卒よろしくお願いいた申し上げます。 

 

佐世保中央ＲＣ 馬場貴博ＩＭ実行委員長 

貴重な例会の御時間を頂きましてありがとうござい

ます。本日は宜しくお願い致します。 

 

緖方信行 ガバナーエレクト 

先日の地区大会のご参加の皆様、お疲れさまでした。

本当にありがとうございました。皆様の友情に心より

感謝申し上げ、橋口ガバナー補佐始め佐世保中央ロー

タリークラブの皆様のご来訪心より歓迎申し上げま

す。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

先週26日(土)の地区大会にはたくさんの会員の皆さ

まにご参加頂きありがとうございました。来年、緒方

ガバナー年度にアルカスで行われます地区大会のア

ピールができたと思います。クラブ表彰では会員増強

優秀クラブ第1位（増加率135％）として、またロータ

リー賞受賞クラブとして表彰を受けました。個人表彰

では緒方信行会員が例会35年連続出席、宮原明夫会員

が例会25年連続出席者として表彰を受けました。おめ

でとうございます。 

諫早北ロータリークラブの千葉憲哉パストガバナー、

ＩＭキャラバンとしてお越しの佐世保中央ロータリ

ークラブの橋口佳周ガバナー補佐、馬場貴博様、馬渡

圭一様、吉野英樹様のご来訪を心より歓迎致します。

また、Ｖ・ファーレン長崎の浦明美様のご来訪を歓迎

致します。本日の第2回クラブ協議会の発表者の皆さ

ま、よろしくお願いします。 

 
福田俊郎 会員  永田武義 会員  富田耕司 会員  

藤井良介 会員  峯  徳秀 会員 渡会祐二 会員 

松田信哉 会員 松永祐司 会員  公門新冶 会員   

西沢  寛 会員 井上隆三 会員 茶村亜子 会員  

渥美大介 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  青井哲夫 会員 

山口貴史 会員 松尾祐輔 会員 菊永伸生 会員 

今井貴文 会員 井手誠博 会員 馬渡政光 会員 

二ノ宮 健 会員 鐘ヶ江和重 会員  

野口好太郎 会員 荒木利恵子 会員 

諫早北ＲＣの千葉憲哉パストガバナー、いつもご来訪

ありがとうございます。また、Ｖ・ファーレン長崎の

浦明美様のご来訪を歓迎致します。 
さらに本日は、佐世保中央ロータリークラブ様より 

ＩＭキャラバン隊として、橋口佳周ガバナー補佐、馬

場貴博実行委員長、馬渡圭一様、吉野英樹様がお見え

になれております。佐世保中央ロータリークラブ様と

は今後もさまざまな面でお世話になると思いますの

で今度とも宜しくお願い致します。 

本日の卓話は、第2回クラブ協議会です。 

一昨日行われた地区大会の報告です。宜しくお願い致

します。地区大会に参加された皆様、特に前日から 

準備のために参加された会員の方、ご苦労様でした。 

緒方ガバナーエレクトの挨拶は大変素晴らしかった

です。来年はいよいよ我々の番です。みんなで頑張り

ましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


