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Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

  

～ サービスを通して ～ 
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 本日の例会 第 3回クラブ協議会（半期報告） 松田信哉幹事  次回例会 祝日休会（天皇誕生日振替休日） 

《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

 

今夜は、森・松田年度前半戦最後の大事な行事の

クリスマス会です。一年で一番昼間の時間が短い冬

至は中国易学ではとても大事な日です。 

今年は 12月 22日(土)が冬至です。この日を境に日

が一日一日長くなっていくことから「陰極まって一

陽を生ずる」「よくないことの続いた後には良いこ

とがめぐって来る」という意味から「一陽来復」の

言葉が生まれました。 

片付けておきたい色々な出来事、宿題も冬至までに

済ませて正月を迎えると来年はきっと良いことが

やってくるということです。 

官公庁で年末仕事納めが終わり「ごみ流し」と称し

て飲み会をしますが、冬至の後になるので、ただ飲

む口実になってしまってます。 

今夜のクリスマス会は冬至の前ですので「ごみ流

し」としてはグッドタイミングの会となりました。 

忘れてしまいたい出来事も、煩わしい思いも全部捨

てて、来年は会員及びご家族様に良いことがたくさ

んめぐってくるように楽しい会になれるよう願っ

ています。 

松尾親睦委員長を初め親睦委員の皆様には準備

等ご迷惑をかけました。感謝いたします。 

 

《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

 

1.例会変更  

 佐世保南ＲＣ 12月 28日（金） 休会 

（定款第 8条第 1節により） 

         1月 4日（金） 休会 

（定款第 8条第 1節により） 

 2.来信  

 ◆国際ロータリー 

  2019年 1月のクラブ請求書について 

  

 ◆国際ロータリー日本事務局 

  ハンブルグ国際大会 早期登録料金の適用期間に

ついて 2018年 12月 15日（土）締切 
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【本  日】会員数 44名  出席 21名 欠     席 8名   出席規定免除会員（15）  出席 10名     出 席 率 78.38％ 

【前々回】会員数 44名  出席  27名 メークアップ 2名   出席規定免除会員（15）  出席 10名    修正出席率 100.00％ 

 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  2018～2019年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 
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 ◆ガバナー事務所  

  2018年 12月報告 My Rotaryアカウント登録及

びﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙ会員生年月日登録報告 

 

 ◆佐世保中央ＲＣ 

  2018～2019年度 第 6回佐世保市内 8ＲＣ会長・

幹事会のご案内 

   日時：2019年 1月 16日（水）18：30～ 

   場所：ガーデンテラス 花のれん 

              

3.伝達事項 

 ① 委員会活動報告（半期）の締切りが本日までと

なっております。提出がまだの各委員長の方は

事務局へ提出をお願い致します。 

 

 ② 12/17（月）16：20 より佐世保高専インターア

クトクラブ例会を開催いたします。 

 

 ③ 12/17（月）次回例会は第 3回クラブ協議会（半

期報告）松田信哉幹事です。大委員長、小委員

長の方々には報告していただきますので欠席の

方は必ず代理をお願い致します。 

 

《ニコニコボックス》 

井上隆三 親睦活動委員 

 

小西宗十 ＯＢ会員 

楽しみに参りました。お世話になります。 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

今回は待ちに待ったクリスマス会です。皆様、大いに

飲んで食べて楽しみましょう。 

クモンリサさんのステージも楽しみにしております。

松尾親睦委員長はじめ親睦活動委員会の皆様、ご苦労

様です。宜しくお願いします。 

 

相良一三君 

皆さんこんばんは。久々に例会と家族会に出席しまし

た。今夜は楽しませていただきます。森会長、前半期

お疲れ様でした。後半のご活躍を期待しております。 

牧野博一君 

初雪の降る先日の北斗会でしたが、ハンディキャップ

と、湯口さん、田中さん、ガルシア鐘ヶ江さん、すば

らしい同伴者に恵まれて優勝する事が出来ました。あ

りがとうございました。本日のクリスマス会、親睦活

動委員会の皆さんお世話になります。 

 

小川一貴君 

皆さんこんばんは、楽しいクリスマス会をお過ごしの

事と思います。出席したかったのですが、残念です。

また、皆さん御見舞ありがとうございました。福田先

生に、毎日毎日小言を言われながらリハビリしてます。

会員の皆様の友情に感謝します。ニコニコします。 

 

田中幹人君 

先日の北斗会ゴルフで、思いもよらない臨時収入があ

りました。参加された皆様に感謝の意を表するととも

に、謹んでニコニコさせて頂きます。 

 

公門新治君 

本日のクリスマス会楽しみにしていました。いとこの

リサも呼んでいただきありがとうございます。親睦活

動委員会の皆様ありがとうございます。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君 藤井良介君 

緒方信行君 中山 誠君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

蒲池芳明君 渡会祐二君 村瀨高広君 二ノ宮健君 

小川 寛君 近藤竜一君 船津 学君 小西研一君  

本日は待ちに待った「冬のクリスマス会」です。今年

も楽しい時間が過ごせるものと思います。皆様と一緒

に大いに楽しみましょう。親睦委員会の皆さんお世話

になります。 

 

親睦活動委員会 

松尾重巳 委員長 湯口純二君 鐘ヶ江和重君  

中川信次君 井上隆三君 茶村亜子君 

本日は年の瀬も近く慌ただしい中、総勢 48 名とたく

さんの方にご参加頂き有り難うございます。本日の

「冬のクリスマス会」をごゆっくりとお楽しみいただ

き、親睦を深め平成最後の年末の思い出にして頂けれ

ば幸いです。また、今回は「クモンリサ」さんのミニ

コンサートも開催します。美しい歌声に耳を傾け楽し

んで下さい。親睦活動委員会一丸となって盛り上げて

参りますので宜しくお願いします。 

 

事務局 窪田明子君 

本日の冬のクリスマス会お世話になります。 
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本日の合計 41,000円    累計 708,000 円 

 IT会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 松田亜由美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


