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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）

会　長：加納洋二郎　　　幹　事：納所　佳民
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：レオプラザホテル佐世保（毎週水曜日） TEL 0956-22-4141
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 7 8 3,394 2

《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 0 名・出席率 81.81 ％

《 6月24日》会員数 77 名（出席免除会員 23 名）・出席 59 名・欠席 18 名・メークアップ 11 名 

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。
　このところ各地で甚大な豪
雨被害が発生しております
が、皆様は特に影響はござい
ませんでしたでしょうか？
　九州エリアを中心に被害にあわれた方々
にはお悔やみ、また、お見舞い申しあげた
いと思います。
　私は朝、愛犬との散歩が日課になってお
りますが、今朝は特に、普段通りに散歩で
きることに改めてありがたさを実感した次
第です。
　一昨日、相浦川が決壊寸前ということで
NHK、また衛星放送でも放映されたそうで、
国内外からお見舞いの電話やメールをいた
だきました。佐世保では実際の被害はおそ
らくさほどではないと思いますが、あらた
めてマスコミの影響力の大きさを実感した
次第です。
　実際紙一重ではありますが、こうして例
会に出席できることに感謝したいと思いま
す。
　線状降水帯という言葉が一般的に使われ
出したのは、5、6年前かららしいです。予
想の範囲を超える事態が、このところ起こ
っておりますので、明日は我が身で、皆さ
んも是非、防災対策はしっかりと心がけて
いただきたいと思います。缶詰あたりも非
常食として、ぜひストックしてください。

　さて我がクラブより選出の遠田公夫ガバ
ナー補佐の第5グループクラブ例会訪問が昨
日よりスタートいたしました。
　ガバナー補佐のクラブ訪問に際しては、
佐世保クラブより随行者があった方が望ま
しいのではとの意見も頂戴し、もっともな
ことでありますので、早速昨日は木村公康
直前会長にご足労願いました。
　明日は平戸クラブ訪問となっております。
70周年と姉妹クラブ受け入れの共同作業も
発生いたしますので、私が同行させていた
だこうと考えています。この機会に他クラ
ブを訪問してみたいと思われる希望者があ
れば、申し出てください。勉強になると思
います。
　先週の第1回目例会では、会員全員を対象
とした大委員会を開催いたしました。それ
を受けまして本日は、クラブ協議会を開催
いたします。
　よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　�2020年7月のロータリーレートは、
　1ドル＝107円です。
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2．ロータリーの友委員会委員長
　ロータリーの友事務所

代表理事　片山　主水 さん
　（1）『友』配布に関して 第1〜2週のお届け
　（2）友事務所運営について
　　�7月中は、基本的に友事務所職員は時差
出勤と在宅勤務併用

　　�友事務所に対する問い合わせ対応時間
を10：00から17：00とします。

　（3）問い合わせ等について
　　①編集部　hensyu@rotary-no-tomo.jp
　　②管理部　keiri@rotary-no-tomo.jp

3．第2740地区ガバナー 花島　光喜 さん
　地区幹事 迎　雅璫嗣 さん
　ガバナー事務所開設のご案内
　佐賀県鹿島市大字三河内甲290-7
　TEL／0954-69-1705
　執務時間／10：00〜16：00（月〜金曜日）

4．地区会計長 馬場　謙吾 さん
　2020-21年度地区資金（前期分）送金のお
願い

5．ハウステンボス佐世保RC
 　会長　古市　　寛 さん
　2020-21年度幹事交代のお知らせ
　新）�舛

ます

元
もと

　淳
じゅん

子
こ

（特定非営利活動法人�
ステップアップステーション）

　旧）橋口　　久（プライアント㈱）

委員会報告
■インターアクト・青少年活動委員会
 委員長　吉田　英樹
　前回例会時にインターアク
トクラブ例会が7月14日㈫16
時30分から開催される旨を案
内しておりましたが、場所は
西海学園の図書館の横にある
視聴覚室です。事務室でお尋ねになると最
短距離で上がっていけるようです。
　よろしくお願いします。

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。

『朗遊会』入会のご案内
　ゴルフを通じて会員相互の親睦と健康増
進を図ることを目的とする『朗遊会』の本
年度の入会希望をお尋ねしたいと思います。
皆様に楽しんでいただけるよう運営に努め
ますので、一人でも多くの方のご入会、並
びにご継続をよろしくお願いいたします。

慶　　　　祝
親睦活動委員会　松本　祐明　

○今月の誕生祝い
　松本　英介�さん（ 1日）、田中丸善弥�さん（ 4日）
　中村　徳裕�さん（ 6日）、福田　金吾�さん（15日）
　廣瀬　章博�さん（17日）、木村　公康�さん（27日）
　池田　真秀�さん（28日）
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ニコニコボックス
親睦活動委員会　副委員長　出端　隆治

佐々木秀也 さん
　加納会長の新体制を祝してニコニコいた
します。

第5グループガバナー補佐　遠田　公夫 さん
　いよいよ、第5グループ各クラブ事前訪問
と公式訪問が始まりました。
　福田パストガバナーのご指導で、付け焼
き刃ながら、勉強しております。皆様のご
指導よろしくお願いいたします。

中島　祥一 さん
　新会員の皆様のご入会を祝して、ニコニ
コします。息子をよろしくお願いいたしま
す。

松本　英介 さん
　永年会員表彰及び誕生日のお祝いありが
とうございました。

田中丸善弥 さん、中村　徳裕 さん
福田　金吾 さん、廣瀬　章博 さん
木村　公康 さん、池田　真秀 さん
　誕生日のお祝いありがとうございました。

◇
ニコニコボックス� 本日合計　　15,000円
� 累　　計　　62,000円

クラブ協議会

■2020-21年度 会長　加納洋二郎
　「クラブ現況、活動計画および報告書」P9
をご覧ください。

◎委員会活動計画
　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　坂元　　崇

○親睦活動委員会
　（長）大神　吉史　（副）出端　隆治
○出席・例会委員会
　（長）谷川　辰巳　（副）北野　慎司
○プログラム委員会
　（長）坂本　　敏　（副）前田　隆夫

以下P26をご覧ください。

■奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　池田　真秀

○職業・社会奉仕委員会
　（長）黒江　章雄　（副）松尾　　貴
○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）古賀　久貴　（副）溝口　尚則

以下P28をご覧ください。

■青少年奉仕委員会
　　委員長　廣瀬　章博

○ローターアクト委員会
　（長）中村　徳裕　（副）安部　雅隆
○インターアクト・青少年活動委員会
　（長）吉田　英樹　（副）長富　正博

以下P29をご覧ください。



（4）

（今週の担当：安福　竜介）
（カメラ担当：萩原多恵士）

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

■会員増強委員会
　　委員長　草津　栄良

○会員増強・職業分類委員会
　（長）有薗　良太　（副）長島　　正
○ロータリー情報・文献記録・雑誌委員会
　（長）平尾　幸一　（副）西田　勝彦

以下P30をご覧ください。

■公共イメージ委員会
　　委員長　円田　浩司

○クラブ会報・広報委員会
　（長）大久保利博　（副）安福　竜介

以下P32をご覧ください。

■ロータリー財団委員会
　　委員長　松尾　文隆

○財団・米山・補助金委員会
　（長）芹野　隆英　（副）筒井　和彦

以下P32をご覧ください。

■会　計
　　　　　　井手　孝邦

　P34、35をご覧ください。

＊7月・8月  例会卓話者予定＊�

7月22日� 会員　廣瀬　章博�さん

7月29日� 会員　山下　尚登�さん

8月 5日� 遠田公夫第5Gガバナー補佐訪問

� クラブ協議会

8月12日� 指定休会

8月19日� 花島　光喜ガバナー公式訪問

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

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。

大村ロータリークラブより
創立60周年記念贈呈品

2020年5月29日㈮　親和銀行本店 別館


