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2020～2021年度 テーマ Rotary Opens Opportunities　̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
2020～2021年度 R.I.会長 ホルガー・クナーク （ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンRC）
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Club of Sasebo

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 7 1 3,393 1

《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 22 名）・出席 63 名・欠席 14 名・ビジター 2 名・出席率 81.81 ％

《 4月 1日》会員数 78 名（出席免除会員 23 名）・出席 31 名・欠席 47 名・メークアップ 29 名 

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、改めまして2020〜
2021年度の会長を務めます。
これから1年間よろしくお願い
いたします。
　先週の役員交代式は、異例の
例会時開催ということで執り行いました。そ
れでも60名を超える出席をいただいた中で、
前任木村会長からしっかりと鐘を引き継ぐこ
とができ、まずは一安心いたしました。
　これから佐世保RCの歴史と伝統の重みをし
っかりと感じつつ、また新たな歴史の1ページ
をつくり上げていきたいと思いますので、皆
様のご協力よろしくお願い申しあげます。
　これも交代式にて触れましたが、とにかく
今年度はまさに世界中で前例のない幕開けの
ようです。これまでのロータリーの形式と段
階を踏まえることなく、否応なしに開始とな
りました。
　おそらく儀式は独り歩きするでしょうが、
それに伴う内容に関しては、やはり通常より
希薄な部分が生じるのは否めないことと思い
ます。
　事実、佐世保クラブにおきましても、例年
と違い会員の皆さんへの周知の徹底という部
分では、不十分なところが多々あったと思い
ます。
　準備不足については、振り返れば手段がな
かったわけではないですが、私たち執行部も

早速反省を行いながら、これまでの前例にと
らわれることなく、挽回策をとってまいりた
いと思います。
　このあと開催いたします大委員会につきま
しても、佐世保クラブの歴史では、理事・役員・
監事さん、そして各委員長、副委員長さんに
集まっていただき、方針の発表確認の場とな
っておりました。
　そしてその後、懇親会をもって7月からのス
タートの前夜祭というような形が常でありま
したが、これも今回は開催できず、今回はこ
のような形で、全会員さんを対象として、7月
からの委員会活動の区切りとさせていただき
たいと思います。
　よろしくお願いいたします。
　また、今年度は佐世保RCの創立70周年とい
う節目を迎えます。記念式典に関しては来年4
月10日開催ということで計画をいたしており
ますが、現時点では新型コロナウイルスの動
静次第という全く予測不能な環境であること
は避けられないことと思います。
　これからまた、70周年記念事業に関しては
皆さんそれぞれに役割をお願いして進めてま
いりますので、合わせてよろしくお願いいた
します。
　7月新年度のスタートに際して柄にもなく
堅い内容となりましたが、根源にある目標は
佐世保クラブにおいては“楽しい集いと親睦”
が最重点課題であります。
　そういう意味で、質の高い楽しさを求めて
まいりたいと思います。
　私のキーワードに、「歴史は夜作られる」と
いうのがあります。
　環境が許す範囲で、適度に歴史をつくる夜

加納新体制スタート!!加納新体制スタート!!
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の会も取り入れながら活動したいと思います。
　長くなりましたが、幹事、副会長ともども
よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保西RC	 会長　樋口　聡子	さん
	 幹事　中村　鉄舟	さん

入　会　式
中島　　顕	さん、長野　哲也	さん
内海　暢邦	さん、指山　　立	さん

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．国際ロータリー日本事務局
　クラブ・地区支援室
　2020年バーチャル国際大会開催のお知らせ
　2021年台北国際大会登録受付のお知らせ

2．国際ロータリー会員増強担当部
ディレクター　ブライアン・キング さん

　入会候補者情報の管理方法について

3．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
 理事長　齋藤　直美 さん
　事務局の開室時間について
　実施期間／7月1日㈬〜7月31日㈮まで
　　　　　　※平日10：00〜17：00

4．国際ロータリー第2740地区
2019〜2020年度ガバナー　千葉　憲哉 さん
2019〜2020年度地区幹事　大石　竜基 さん

　ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（御礼）

5．ガバナーエレクト
塚㟢　　寛 さん（長崎中央RC）

　次年度地区幹事 岡田　康信 さん
　ガバナーエレクト事務所開設のご案内
　所在地／〒850-0045 長崎市宝町2-26
　　　　　	ザ・ホテル長崎BWプレミアコレ

クション内
　　　　　ＴＥＬ／095-895-5330
　　　　　ＦＡＸ／095-825-8587
　E-mail／ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp
　執務時間／㈪〜㈮ 10：00〜17：00
　事務局長／高田昌一郎
　副事務局長／増井　直実
　事務局員／山本　倫代

6．一般財団法人比国育英会バギオ基金
 会長　多田　　宏 さん
　バギオだより第79号（2020年7月号）が届
きました。

委員会報告
■前年度ロータリー情報・文献記録委員会
 委員長　増本　一也
2019年佐世保RC「クラブ定款及
び細則」の配布について
　本日皆様に配布させていた
だきました2019年版佐世保RC
「定款及び細則」の内容につい
て、ご説明させていただきます。
　国際ロータリー2019年「手続要覧」を基に、
今回のクラブ定款及び細則は作成しておりま
す。以前にも、ご説明させていただきましたが、
定款につきましては、内容を勝手に変更する
ことはできませんので、そのまま原文通り記
載しております。
　定款条文の中で「例外」の規定がある項目
については、クラブ細則でクラブ定款に従わ
ない規則を含めることができます。
　今回作成いたしました「クラブ細則」では、
クラブ定款第10条　出席　第1節（d）の「同

（左から）指山　立さん、内海暢邦さん、加納洋一郎会長、
　　　　 長野哲也さん、中島　顕さん
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じ年度に欠席をメークアップする」を、「例会
前後14日以内にメークアップする」とクラブ
定款に従わない規則を新たに明記しました。
　詳細につきましては、クラブ細則の最後の
ページに、付則資料として記載しています。
　今回の「標準ロータリークラブ定款及び推
奨ロータリークラブ細則」は、条文数も減り、
簡素化された一方で、5大奉仕部門の考え方の
もとにCLPに基づいた委員会の設置を義務付
け、ロータリーの活動内容を明確にしており
ます。
　この点が、今回の改正で重要なところでは
ないでしょうか。

■インターアクト・青少年活動委員会
 委員長　吉田　英樹
　本年度インターアクト・青少
年活動委員会の委員長を務めま
す。1年間よろしくお願いしま
す。
　さて、新型コロナウイルスの
影響により、例年と異なり各事
業の実施に関し変更が生じています。
　まず、インターアクト年次大会は中止、次
に佐世保学園訪問に関してですが、来賓なし
で実施する旨の連絡を受けております。
　次にインターアクトクラブの例会は、7月14
日㈫16時30分から開催予定で、募金活動は8
月から実施予定となっております。詳細は判
明次第ご案内いたします。

朗遊会より
朗遊会　幹事　坂元　　崇

「2020-2021年度役員交代式記念
ゴルフ」並びに「第6回 朗遊会」
開催のご案内
　6月13日㈯の2020-2021年度
役員交代式記念ゴルフ並びに
2019-2020年 第6回目の朗遊会が、雨のため
中止となり、改めまして下記の通り開催いた
します。
　豪華賞品を取り揃えておりますので、皆様
ご参加よろしくお願いいたします。
　日時／7月11日㈯　スタート11：20〜
　　　　（集合11：00）

　場所／佐世保カントリークラブ
　　　　石盛岳コース　TEL	0956-49-5654
　参加費／2,000円
　※	準備の都合上、7月5日㈰までに出欠のご
返信をお願いいたします。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　委員長　大神　吉史

佐世保西RC　会長　樋口　聡子 さん
　　　　　　　幹事　中村　鉄舟 さん
　佐世保RCの皆様、創立70周年おめでとうご
ざいます。本日は、佐世保西RCの会長、幹事
でごあいさつに伺いました。
　木村前会長、松尾前副会長、有薗前幹事、
一年間大変お疲れさまでした。
　加納会長、納所幹事、遠田ガバナー補佐、
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
　節目の年となり、大変お忙しいことと拝察
いたしますので、健康にはご留意くださいま
せ。

安部　直樹 さん、古賀　　巖 さん
廣瀬　章博 さん
　佐世保西RC　樋口会長、中村幹事のご来訪
を歓迎いたします。

加納洋二郎 会長、黒木　政純 副会長
納所　佳民 幹事、福田　金吾 副幹事
　一年間よろしくお願いいたします。

増本　一也 さん、岸川　善紀 さん
松本　祐明 さん、谷川　辰巳 さん
池田　真秀 さん、森　　勝之 さん
北野　慎司 さん、山下　尚登 さん
平尾　幸一 さん、有薗　良太 さん
坂根　　毅 さん、髙田　俊夫 さん
坂元　　崇 さん
　加納新会長、黒木新副会長、納所新幹事、
福田新副幹事、おめでとうございます。新し
い船出をお祝いします。
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（今週の担当：大久保利博）
（カメラ担当：安福　竜介）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅 ・ 浦　　義浩

加納洋二郎 会長、黒木　政純 副会長
納所　佳民 幹事、福田　金吾 副幹事
円田　浩司 さん、坂元　　崇 さん
大久保利博 さん、浦　　義浩 さん
増本　一也 さん、古賀　　巖 さん
木村　公康 さん、大神　吉史 さん
谷川　辰巳 さん、安福　竜介 さん
坂根　　毅 さん、池田　真秀 さん
森　　勝之 さん、北野　慎司 さん
平尾　幸一 さん、有薗　良太 さん
遠田　公夫 さん、廣瀬　章博 さん
芹野　隆英 さん、草津　栄良 さん
福田　金治 さん
　新会員　中島　顕さん、長野哲也さん、	
内海暢邦さん、指山　立さんの入会を祝して、
ニコニコします。

◇
ニコニコボックス	 本日合計　　47,000円
	 累　　計　　47,000円

大 委 員 会
大委員会講評　監事　富永　雅弘

　私が建設工事の現場監督時代
の教訓の一つは、「特別なこと
やイレギュラーの時は注意深
く、慎重に仕事せよ」というこ
とでした。
　大雨や台風、降雪や地震の後は、足場が壊
れていないか、電線が切れていないか、建物
の品質や精度に変わりはないかなど慎重に見
る必要があります。
　いうまでもなく、本年のロータリーはイレ
ギュラーの状況だと思います。
　PETSや地区協議会もなく、加納会長や	
納所幹事はたいへんだと思います。

　また、本年はクラブ創立70周年でもあり、
まさに特別な1年で、私たちもクラブの組織と
70周年実行委員会の二役をこなすことになり
ます。
　現場は、工期や予算が十分な工事より、一
人何役もこなさなければならない突貫工事の
方が酒もよく飲むし活気もあります。
　70周年を立派にやり遂げて全員で楽しい、
おいしい酒を飲みたいと思います。
　1年間よろしくお願いいたします。

＊7月  例会卓話者予定＊	

7月 8日	 クラブ協議会

7月15日	 70周年実行委員長　円田　昭さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月14日㈫　16：30〜	
会場／西海学園高等学校

＊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。


