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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 第３回クラブ協議会（半期報告）            次回例会 新年挨拶（村瀨高広 会長） 

《ロータリー財団・米山記念奨委員会卓話》 

岡村康司 地区財団委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんばんは！3度目の佐世保北ロータリー

クラブの訪問となります。本日はよろしくお願いいた

します。 

まず初めに私の自己紹介をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保南ロータリークラブの会長になる前から地

区資金管理委員長になりました。2019年より地区の財

団委員長を任されています。 

まずは、ロータリー財団が設立された背景を説明し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、寄附と税金の区別について説明をします。 
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【今  回】会員数   54名  出席  31名    欠      席   11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  37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 

  
 

 
 



グローバル補助金事業はいろいろありますが、以下

の重点分野があります。 

グローバル補助金で一番多いのは奨学事業です。 

奨学事業で頑張っている奨学生を紹介します。 

最後に！！ 

ロータリー財団は、ロータリー会員をはじめ、より良

い世界を築こうというビジョンを共有する財団支援

者の方々からの寄付のみによって支えられている。

寄付はロータリー財団からの補助金となって助けを

必要とする地域社会に持続可能な変化をもたらす活

動に役立たせられています。

これからもより多くの財団への寄付をお願いいたし

ます。

《会長挨拶》 

村瀨高広 会長 

皆様こんばんは 

先週の忘年クリスマス会とても楽しかったです。 

司会をして頂きました山下副委員長、ベリーダンス、

余興等々準備大変だったと思います。 

親睦活動委員会の皆様ありがとうございました。 

12月14日水曜日より年末の交通安全県民運動が実施

されます。 

スローガン「あぶないよ 青でもきちんとみぎひだ

り」重点目標は

・飲酒運転等の悪質危険な運転根絶

・歩行者の道路横断時の交通事故防止



・ヘルメットを着用するなど自転車の安全利用の推進

です。 

わが町、早岐警察者管内ではぼんやり、わき見運転が

事故の原因80％になっているそうです。 

会員の皆様も運転中は考え事をお控えになり運転に

集中して下さい。 

今年もあと少しです例会も今日を含め2回になりまし

た。気を引き締めて頑張ります。 

本日の卓話は国際ロータリー2740地区ロータリー財

団の委員長岡村康司（おかむら こうじ）様です。 

師走（しわす）のお忙しい時期にありがとうございま

す。卓話楽しみにしております。 

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.来 信

・ガバナー事務所

年末年始休業のお知らせが届いております。

期間 12月29（木）～1月4日（水）

・佐世保中央ロータリークラブ

ＩＭ（インターシティミーティング）開催につい

てのお願い文書が届いております。

①各クラブ紹介「わがクラブ自慢！！」を各クラブ

の会員若干名に登壇して頂き、自分のクラブの自

慢、ＰＲを行っていただきたい。

1/13（金）締切

②「パネルディスカッション～不易流行ロータリー 

は何処へ」に幹事がパネラーとして出席 

③「パネルディスカッション」に活用するアンケー

ト回答

・一般財団法人比国育英会バギオ基金

2021年度事業報告書と基金へのご寄付のお願い

２.依頼伝達

①先日の忘年クリスマス家族会にご出席の皆さま、

お疲れ様でした。会費の請求書をセルフボックス

に入れさせて頂いておりますので、よろしくお願

いします。

②15日(木)18時30分より水月にて今年最後の第6回

理事会を開催致します。忘年会を兼ねていますの

で、理事・役員の皆さまはご出席をお願いします。 

③次回19日例会は第3回クラブ協議会（半期報告）

になります。各位委員長には所定の報告用紙で作

成の上、本日までに事務局にご提出をお願いして

おりましたが、提出がまだの委員長はよろしくお

願いいたします。クラブ協議会においては大委員

長、小委員長にご報告頂きますので、出席できな

い委員長の方は代理の方をご調整頂きますよう

お願いします。

《40周年記念グローバル補助金事業》 

 報告者 小西研一 幹事 

それでは、これより我々3名がフィリピン訪問団とし

てマリキナウエストロータリークラブと一緒に行う

グローバル補助金事業について説明します。 

名称は水路灌漑事業です。完成図は↓のとおりです。 



太陽光発電の設置場所は、マニラから南へ７時間 

いった農村地区です。途中まで車で行けますが道は舗

装されておらず、険しい道のりです。 

川からポンプで水を汲み上げるのですが、その電力を

太陽光発電でまかないます。 

うまくいけばこのように大量の水が水路をつたって 

農地へ流すことができます。 

以下、グローバル補助金事業の要件です。今回 

の事業は全ての要件を充足しています。 

今度も皆様のご理解よろしくお願いいたします。 

《地区補助金事業 フィリピン視察について》 

報告者 戸畑教幸 社会奉仕委員長 

私と小西幹事と松田会長エレクトとで、フィリピンに

行ってきた様子を報告します。 

マリキナウエストロータリーグループの暖かい歓待

を受けました。補助金事業に関するミーティングも行

いました。



最終日には、マニラの素晴らし夜景を背景に全員で 

記念写真を撮りました。 

所感！！ 

4 日間、本当に感動するぐらいの素晴らしい対応をい

ただき、ロータリアンとしての熱い絆を感じました。 

交流を通して、今回きっかけとなった事業を含め、過

去にもグローバル補助金事業を実施した実績がある

事などをお聞きし、ロータリー活動に対する真摯な思

い、熱心さが伝わってきました 

そしてなにより、佐世保北 RC同様、親睦（フェロー

シップ）を大切にされていると感じました

グローバル補助金事業を援助国として実施すると共

に、40周年年度での姉妹締結を目指し、将来的な友

好関係を構築していきたいと思います。

ロータリーの友12月号紹介

松尾祐輔 公共イメージ・雑誌文献委員 

【横組み】

■特集 疾病予防と治療月間 (P8～P15)

健康食をテーマに全国のロータリアンからおすす

めの食材が紹介されております。注目したのが、ある

食材を食生活に取り入れて半年で10㎏減量できたと

いう記事です。その食材は「玄米採食、まごはやさし

い」です。玄米、野菜を中心に、なかでも、ま(まめ)、

ご(ごま)、わ(わかめ)、さ(さかな)、し(しいたけ)、

い(いも)を取り入れることで健康的に減量に成功さ

れたとのことでした。また、尿酸値も基準値に戻った

とのことです。 

他にも、栄養士が教えるイマドキの食の新常識とい

う記事もあり、その新常識で驚いたのが、納豆の食べ

方についてです。納豆はよくご飯の上にかけて食べま

すが、実は納豆は熱いものにかけたり、入れたりする

と、血流改善に効果があるナットウキナーゼという栄

養素が熱で壊れてしまうということです。血圧高めの

方は、ご飯にかけずにお召し上がりいただくのがオス

スメです。

■ エンドポリオサイクリングチャレンジ2750

(P16～P17)

 東京三鷹RC(23-24年度地区ガバナー)の宮﨑さんと

いう方がポリオ根絶を訴え、自転車で日本縦断をされ

た記事が記載されております。10月1日に北海道を出

発し、10月23日に鹿児島に到着されたそうです。その

道中の各地のRCとの交流が記載されております。是非、

ご覧ください。 

【縦組み】 

■シリーズこの人訪ねて(P9～P11)

浦和中RC尾崎康(おざきやすし)さんの記事が掲載

されています。尾崎さんのご職業は、弁護士で、2004

年には裁判官にも任官されておられました。そして、

歌手の尾崎豊さんの兄でもあります。尾崎豊さんのお

兄様がロータリアンだったことに大変驚きました。内

容はご職業の話や、弟の尾崎豊さんとのエピソードな

どが語られています。是非、ご覧ください。 

《委員会報告》 

鐘ヶ江和重 地区インターアクト地区委員 

12月3日（土）17時より、グランドファーストインに

て第3回地区インターアクト委員会が開催されました。

来賓に、徳川清隆ライラ委員長がオブザーバー参加さ

れました。 

議題は、1．後期指導者研修会について、2.次年度の

人事について、3.次回のインターアクト委員会の件に

ついて、協議致しました。 

委員会後の懇親会には、緒方ガバナーエレクトも参加

されました。 

公門新治 第 2740地区公共イメージ委員 

12月3日(土)佐賀市アバンセに於いて、九州4地区合同

会議に村瀬次年度地区幹事と参加してきました。九州

４地区合同事業が何か出来ないかと会議を重ねていま

す。また、第2700地区DX推進委員長 田村志朗会員の

「ロータリーとDX」という発表があり、我々北クラブ

もDX化に向けて進んで行かなければいけないと感じま

した。

中村祐二 RLI推進委員長 

12月19日（月）18：30より行います、職業奉仕委員会

との合同セミナーの出席のお願いです。 



本日の合計  31,000 円 累計 831,270 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） 

現在、出席者は非常に少ないので改めて出席のお願

いをいたします。 

ゲストに諫早北ロータリークラブの矢野様が来てい

ただきますので、特に3年未満の会員の方の出席をお

願い致します。 

早田貴志 親睦活動委員長 

来年の１月7日（土）の賀寿祈願祭、新年会の出欠の

回答が12月26日までとなっておりますので、回答よろ

しくお願いいたします。 

松田信哉 会長エレクト 

本日、次年度幹事より、第2回次年度理事会開催のお

知らせをFAX又はメールにてお送りさせていただきま

した。該当者は期限までにご回答よろしくお願いいた

します。今日は、フィリピンのマリキナウエストロー

タリークラブからプレゼントされたポロシャツを着

てきました。

西沢 寛 国際奉仕委員長 

2023年国際ロータリー世界大会がオーストラリアの

メルボルンで開催されます。12月15日までに登録をす

ると早割りの適用になりますのでお知らせ致します。 

《ニコニコボックス》 

岡村康司 第 2740地区ロータリー財団委員長 

今年は5月16日に続いて2回目、通算3回目のロータリ

ー財団の卓話にご招待いただきありがとうございま

す。拙い話になると思いますが、どうぞよろしくお願

いいたします。 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

本日は、ロータリー財団・米山記念奨学委員会による

卓話です。2020-2023国際ロータリー第2740地区ロー

タリー財団の岡村康司委員長にご来訪いただき、グロ

ーバル補助金の話を中心にお話しいただきます。

当クラブも40周年事業としグローバル補助金事業を

フィリピンにて実施すべく調整を進めております。

会員一同拝聴させていただきます。岡村委員長、宜し

くお願い致します。

福田俊郎 会員  永田武義 会員  藤井良介 会員 

峯  徳秀 会員 松田信哉 会員 松永祐司 会員 

近藤竜一 会員 公門新冶 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 早田貴志 会員  内海一洋 会員 

中村祐二 会員 福田直美 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  鐘ヶ江和重 会員  

野口好太郎 会員 荒木利恵子 会員 

国際ロータリー第2740地区ロータリー財団の岡村康

司委員長のご来訪、心より歓迎いたします。グローバ

ル補助金の話、楽しみに拝聴させていただきます。

《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。
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