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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 ～ 

  

 

 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

本日の例会「ゲスト卓話 三井住友海上あいおい生命保険㈱竹添卓臣氏」 次回例会「ゲスト卓話 長崎県赤十字血液センター松尾辰樹氏」 

《新年会長挨拶》 

                森 豊 会長 

 
春日神社のおみくじ（吉） 

※吉を得んと思わば、はやく機先を制せよ。物

事先んずるに利あり、商いに念を入れて大吉 

いづも暦 

六白金星 ○真っ白 発展運 恵方は東南 

※仕事面では新しい企画の提案が高評価を得

て大きな開発に携われるチャンスに恵まれる。 

※交際費は人間関係を築くためには出し惜し

みはするな。 

私事ですが、いづれの暦も今年は良い運勢が書 

かれていました。我田引水ですが、猪突猛進。 

仕事とロータリーに全力投球で頑張れば運は開

けると理解しました。今年は３５周年の大きな

行事が待っています。皆様のサポートをよろし

くお願いします。 

  昨年１２月国際奉仕委員会の慰労会の席に千 

葉ガバナーエレクトが同席されました。職業奉 

仕こそがロータリーの真髄であること。真のロ 

ータリアンは職業奉仕を理解しなければならな 

いのだと熱く語られました。 

大いに感銘を受けました。次年度の活躍を期待

しバックアップしなければと思いました。アン

ケートの件は、分析すればそれぞれのクラブの

問題点が見えてくる。これを基にガバナー訪問

の際に役立てたいとの考えであり、千葉ガバナ

ーの有意義な１年間であるために、助走期間中

に実施することに何の支障があるわけではなく

協力すべきと判断しました。全員提出をお願い

します。 

平成最後の会長・新年号最初の会長と両方で 

名前が残る名誉。３５周年は別として。良い時 

に会長にさせもらったなあと感謝しています。  

新年号を予測してみました。ま行、た行、さ行、 

は行を除いてあまり使われてない漢字を探して 

みた。光という字は使われていないことか判り 

ました。光輝。光安。と予測しましたが皆様も 

考えてみたらいかがでしょうか？ 

  今年のＮＨＫ大河ドラマは、「韋駄天」です。 

１回目を見ました。長崎県出身の福山雅治主演 

の「竜馬伝」以来面白い大河ドラマになりそう 

です。オレンジ通信で、金栗四三とランニング 

シューズに注目して播磨屋足袋店を４回シリー 

ズで発表させてもらった関係もあり注目してい 

ます。東京オリンピックを盛り上げるには素晴 

らしいテーマです。１年間ハマリそうです。新 

年の会長挨拶としては物足りませんが、本年も 

よろしくお願いします。 
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【本  日】会員数 44名  出席 22名 欠     席 7名  出席規定免除会員（15）  出席 9名     出 席 率 81.58％ 

【前々回】会員数 44名  出席  21名 メークアップ 8名   出席規定免除会員（15）  出席 8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 

  

 

 

 



《幹事報告》 

          松田信哉 幹事 

 

１．例会変更  

・平戸ＲＣ 

1月 10日（木）休会（定款第 8条第 1節による） 

 1月 24日（木）～5月 2日（木）迄  

ニュー平戸海上ホテル→平戸社会福祉協議会 

  ※第 2木曜日の夜は通常通りサムソンホテルで 

19：00より行います。 

          

・松浦ＲＣ 

1月 18日（金）12：30→18：30～  

割烹 華（新年会のため） 

   

・佐世保東ＲＣ  

1月 10日（木）18：30～ 

ファーストイン早岐（福寿会のため） 

 

・佐世保西ＲＣ  

1月 29日（火）12：30～→18：30～  

セントラルホテル（長寿会のため） 

       

・ハウステンボス佐世保ＲＣ  

1月 29日（火）12：30～→18：30～  

孫さんの小籠包（新年夜例会のため） 

 

 
２．来 信  

◆国際ロータリー日本事務局 

  2019年 1月 ロータリーレート 1ドル＝112円 

 

◆ロータリーの友事務所 

  ロータリーの友 1月号 

 

◆ガバナー事務所 

  ガバナー月信 1月号 

 

◆ガバナーエレクト事務所 

  次年度地区委員推薦のお願い   

2019～2020年度 次年度公共イメージ委員会 

地区委員 公門新治君 

◆公財）佐世保地域文化事業財団 

  アルカス SASEBO情報誌 コンパス 冬号 

 

３．伝達事項 

①1/17（木）18：30よりグランドファーストイン 

佐世保にて第 7回理事役員会を開催いたします。 

②1/14（月）は祝日休会（成人の日）となっており 

ます。 

 ③次回例会は 1/21（月）ゲスト卓話 三井住友 

海上あいおい生命保険株式会経営コンサルテ 

ィンググループ平田 成彦氏 テーマ『２０１８

年度事業承継税制改正を踏まえた自社株・事業承

継対策』です。 

 

《今月の結婚祝い》 

H.1.1.15 峯 徳秀君・美津子夫人 

 

《今月の誕生祝い》 

S.22.1.6 富田耕司君 

S.20.1.2 古賀新二君 

S.31.1.2 小川 寛君 

S.33.1.5 西沢 寛君 

 

 

《委員会報告》 

 

松尾重巳 親睦活動委員長 

1月 5日の祈願祭・新年会に多くの方々に御参加い

ただき、ありがとうございました。非常に盛り上が

り親睦活動委員会としては感謝しております。年の

初めのご多忙の中に本当にありがとうございまし

た。 

 

宮﨑有恒 ロータリー情報委員長 

第 2回家庭集会のご案内 

日時：2月 23日（土） 

場所：小倉「田舎庵」鰻料理 

※小倉競馬場（2日目）担当…湯口会員 

※宿泊ホテル予約 担当…村瀨会員 

申し込み締め切り 1月 31日（木） 
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《ニコニコボックス新年会》 

茶村亜子 親睦活動委員 

  

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

皆様、新年あけましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いいたします。本日、春日神社での祈願

祭に参加された皆様ご苦労様でした。平石会員、永田

会員の喜寿並びに鳥越会員の古希を心よりお祝いい

たします。年末から新年会の準備にあたっていただき

ました親睦活動委員の皆様ありがとうございました。

お世話になります。 

 

福田俊郎君 

新年明けましておめでとうございます。 

 

親睦活動委員会 

松尾重巳君 湯口純二君 八木順平君 中川信次君 

井上隆三君 茶村亜子君 

皆様、明けましておめでとうございます。また、鳥越

敏博会員の古希、平石晃一会員、永田武義会員の喜寿 

重ねておめでとうございます。今年 1年も会員の皆様

がロータリーライフを楽しんで戴ける様に親睦活動

委員会一同お手伝いさせて戴きます。どうぞ宜しくお

願いします。 

 

平石晃一君 富田耕司君 藤井良介君 鳥越敏博君 

相良一三君 緒方信行君 中山 誠君 宮﨑有恒君 

峯 徳秀君 牧野博一君 蒲池芳明君 渡会祐二君 

村瀨高広君 三谷秀和君 二ノ宮健君 小川一貴君 

松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 田島 慎君 

田中幹人君 西沢 寛君  

小西研一君 松田亜由美君 

明けましておめでとうございます。古希の鳥越敏博会

員、喜寿の平石晃一会員、永田武義会員おめでとうご

ざいます。今日は新年第 1回目のロータリーの集まり

です。みんなで楽しいひと時を過ごしましょう。本年

もよろしくお願いします。 

 

事務局 窪田明子君 

明けましておめでとうございます。古希の鳥越会員、

喜寿の平石会員、永田会員おめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願い致します。 

 

《ニコニコボックス》 

茶村亜子 親睦活動委員 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

新年あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いいたします。今年の初例会です。こうして新

年を会員の皆様と無事に迎えられたことをお慶び申

し上げます。一昨日には、平石会員、永田会員、鳥越

会員の賀寿祈願祭が行われました。その後の新年会も、

大いに盛り上がりました。松尾親睦委員長はじめ、親

睦委員の皆様、ありがとうございました。残り後半戦、

精一杯頑張る所存ですのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

平石晃一君 

新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様

方大変お世話になりました。今年も変わらず宜しくお

願いいたします。また、1月 5日は皆さんで喜寿の祝

いをしていただき有難うございました。 

 

永田武義君 

新年あけましてお目出とうございます。5日には、喜

寿の祈願と新年会ではお祝いをして戴き誠に有難う

ございました。今年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

富田耕司君 

本日多くのみな様に 72才の誕生日をお祝いして頂き

ありがとうございました。 

 

福田俊郎君 藤井良介君 宮﨑有恒君 湯口純二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 

小川一貴君 松永祐司君 近藤竜一君 松尾重巳君 

公門新治君 八木順平君 小西研一君 中川信次君 

茶村亜子君  鐘ヶ江和重君 

明けましておめでとうございます。皆様今年もよろし

くお願い致します。新年第 1回目の卓話は新年会長挨

拶です。森会長よろしくお願いします。 

 

 

厄除け祈願・春日神社    平成 31年 1月 5日 

 

http://firestorage.jp/fullview/dd324a22866982202e9a7c9f17c8efe8f555a1be


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 小西研一） 

本日の合計  27,000円    累計 800,000円 

 

新年会の合計 38,000円    累計 773,000円 

 

 

 

新年会・ＪＲさせぼホール 
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