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2019～2020年度 テーマ ROTARY CONNECTS THE WORLD　̶ ロータリーは世界をつなぐ ̶
2019～2020年度 R.I.会長 マーク・ダニエル・マローニー （米国アラバマ州　Decatur RC）
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Club of Sasebo

会員の皆さまのご協力を心より感謝し終了といた

します。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」

◯ロータリーソング「我等の生業」

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．台南RC
　季刊誌　春号が届きました。

2．第2740地区第5グループ
　	 ガバナー補佐　法師山眞人	さん
　退任のご挨拶状が届きました。

3．大村RC
　創立60周年お礼状・記念誌が届きました。

　5月29日　記念品　週報に掲載

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　久しぶりの例会です。皆さま	

お変わりないでしょうか？

　新型コロナウイルスの感染防止

のため、約3カ月、例会を休会し

ました。4月1日以来です。その間、

5月5日にパスト会長 山縣義道様、6月9日にパスト

ガバナー・パスト会長 武井洋一様がお亡くなりに

なりました。お二人とも葬儀告別式は家族葬にて

執り行われました。武井さんのお宅には私と松尾

副会長、有薗幹事、安福副幹事、山田さんと先週

水曜日にお参りさせていただきました。

　お二人とも、佐世保RCの重鎮であり、大変ロー

タリーを愛されていらっしゃったと存じます。最

後のお別れができなかったことが悔やまれますが、

皆さまと共に心よりご冥福をお祈りいたします。

　いよいよ2019〜2020年度佐世保RCの例会は本

日が最後となります。3月以降はほぼ全ての活動が

停止してしまいましたが、皆さまのご協力で無事

終了することができると思います。

　本日はこの後、クラブ協議会を行い各理事の皆

さまに委員会活動を発表していただきます。その

後に役員交代式を行いますので、よろしくお願い

します。1年間いろいろとありましたが唯一の気が

かりは、松尾文隆副会長の出番をつくることがで

きなかったことと、オリエンテーションを終えた4

名の新会員の入会ができなかったことです。

　会長挨拶もうまく話すことはできませんでした

が、これが最後の挨拶となります。理事、役員、
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《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 22 名）・出席 59 名・欠席 18 名・ビジター 0 名・出席率 74.03 ％

《 3月 4日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 48 名・欠席 31 名・メークアップ 17 名・修正出席率 100.00 ％
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退会の報告
　次の方々が退会されました。

■退会者
　森　　信正さん、椎山　　昇さん

　井口　東郎さん、川口　博樹さん

慶　　　　祝
	 出席・例会委員会　委員長　廣瀬　章博
○ホームクラブ100％表彰
　木村　公康	会長・有薗　良太	幹事

　安福　竜介	副幹事・福田　金吾	さん

　黒木　政純	さん・西田　勝彦	さん

　髙田　俊夫	さん・筒井　和彦	さん

　米倉洋一郎	さん

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　委員長　坂元　　崇
西田　勝彦	さん、北野　慎司	さん
黒江　章雄	さん、遠田　公夫	さん
有薗　良太	さん、円田　三郎	さん
松本　祐明	さん
　誕生月のお祝い、ありがとうございます。

梅村　良輔	さん、芹野　隆英	さん
草津　栄良	さん、平尾　幸一	さん
黒江　章雄	さん、円田　三郎	さん
木村　公康	さん、安福　竜介	さん
　結婚記念月のお祝い、ありがとうございます。

有薗　良太	幹事、円田　三郎	さん
黒木　政純	さん、平尾　幸一	さん
芹野　隆英	さん、黒江　章雄	さん
　出席100％表彰、ありがとうございます。

佐々木秀也	さん
　2019〜2020年度、木村公康会長、松尾文隆副会

長、有薗良太幹事、安福竜介副幹事、お疲れさま

でした。

木村　公康	会長、松尾　文隆	副会長
有薗　良太	幹事、安福　竜介	副幹事
　1年間、大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　26,000 円

	 累　　計	 714,000 円

クラブ協議会
会長　木村　公康

　2019〜2020年度国際ロータリー
は、RIテーマを「ロータリーは世
界をつなぐ」としました。私は1
年間そのテーマに沿って佐世保ロ
ータリークラブの会長を務めさせ
ていただきました。今年度はまずクラブ会報をウ
ェブ化し、ペーパーレスとしました。会員の皆さ
まのご協力により、問題なくペーパーレスに移行
することができました。役員交代式は13年ぶりに
ハウステンボスホテルヨーロッパで行いました。
会場の雰囲気も最高で食事やロケーションも大変
素晴らしいものでした。また、11年ぶりに台湾か
らの交換学生ティファニーさんを受け入れました。
ホストファミリーをしていただいた加納洋二郎さ
ん、田中丸善弥さん、坂根　毅さんには大変お世
話になりました。残念ながらコロナの影響で途中
帰国となりましたが、日本での経験は彼女にはい
い思い出になると思います。
　11月には久々の映画例会を行いました。吉永小
百合さん主演の「最高の人生の見つけ方」は色々
とご意見もありましたが、大変いい映画だったと
思います。12月の忘年家族会は会員手づくりの余
興でおこないました。特に新会員の皆さんには何
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■奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　芹野　隆英

◯職業奉仕委員会
　（長）長富　正博　（副）萩原多恵士

◯社会奉仕委員会
　（長）坂本　　敏　（副）古賀　久貴

◯国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）中村　徳裕　（副）福田　金吾

■青少年奉仕委員会
　　委員長　大神　吉史

◯ローターアクト委員会
　（長）安部　雅隆　（副）森　　勝之

◯インターアクト・青少年活動委員会
　（長）池田　真秀　（副）富永　雅弘

■会員増強委員会
　　委員長　納所　佳民

◯会員増強・職業分類委員会
　（長）草津　栄良　（副）吉田　英樹

◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）増本　一也　（副）石井　正剛

■公共イメージ委員会
　　委員長　松尾　　貴

◯クラブ会報・広報委員会
　（長）西田　勝彦　（副）北野　慎司

◯雑誌委員会
　（長）筒井　和彦　（副）河原　忠徳

■ロータリー財団委員会
　　委員長　円田　浩司

◯補助金委員会
　（長）松尾　慶一　（副）黒江　章雄

◯資金推進・財団・米山委員会
　（長）黒木　政純　（副）溝口　尚則

度も練習を重ねられて、120名以上の出席者に楽し
んでいただいたと思います。
　会長として一番苦労したのが、例会場の変更で
した。玉屋8階の例会場が使用できなくなることで、
新しい会場を決めることがうまくいかず、理事会、
パスト会長会の皆さまにもご心配をおかけしまし
たが、最終的にはレオプラザホテル佐世保で決定
しました。
　後期に入り長寿祈願祭も無事に終了したと思い
きや、2月に入り未だに世界を揺るがせている新型
コロナウイルスの世界的な感染拡大です。6月10日
時点で感染者数693万人、死者数40万人を超え、ま
だまだ終息の見込みもたっていません。佐世保ロ
ータリークラブの例会も3月に1回、4月に1回、5
月は0回、6月は本日だけと4カ月ほぼ活動ができ
ていません。職場訪問や、空き缶回収キャンペー
ン、市内8クラブゴルフ大会などが中止となりまし
た。理事会も開催がままならず、書面でおこない
ました。会員拡大は前期に1名、後期に4名とオリ
エンテーションまで終わりましたが例会が行われ
なかったために、7月からの入会とさせていただき
ます。
　実質的には8カ月の会長の仕事しかできませんで
したが、理事、役員、会員の皆さまのご協力によ
り1年間務めさせていただきました。衷心より感謝
申しあげます。

■委員会活動報告
　詳細は、「クラブ現況、活動計画および報告書」

をご覧ください。

■クラブ管理運営委員会
　　委員長　遠田　公夫

◯親睦活動委員会
　（長）坂元　　崇　（副）谷川　辰巳

◯出席・例会委員会
　（長）廣瀬　章博　（副）椎山　　昇

◯プログラム委員会
　（長）平尾　幸一　（副）一瀬　伸彦
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（今週の担当：西田　勝彦　カメラ担当：北野　慎司）

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

＊今後の例会予定＊
　7月8日　クラブ協議会
　

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、	
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をいたしま
すので、事務局までお知らせください。

2020〜2021年度 役員交代式 とき／令和2年6月24日㈬ 会場／レオプラザホテル佐世保

開式のことば
2019〜2020年度 副会長
松尾　文隆 さん

新役員・理事・監事紹介幹事・副会長・会長

閉式のことば
2020〜2021年度 副会長

黒木 政純 さん

新地区委員紹介

2020〜2021年度
会長挨拶

加納洋二郎 さん

前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈
「お疲れ様でした」

鐘の伝達


