
（1）

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 15 3,395 3

《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 22 名）・出席 61 名・欠席 16 名・ビジター 0 名・出席率 79.22 ％

《 7月 1日》会員数 77 名（出席免除会員 22 名）・出席 63 名・欠席 14 名・メークアップ 6 名 

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんにちは。
　週に一度の例会ですが、今こ
うして集い談笑できることにま
ず感謝したいと思います。
　まず11日㈯に開催される予
定でした朗遊会は、事前の天気予報で延期と
させていただきました。結果、出来なくもな
かった梅雨空でしたがもっと良いコンディシ
ョンの時に皆さんで楽しみたいと思います。
13日㈪は恒例の市内8クラブ会長幹事による市
長表敬訪問を行ってまいりました。懇談の中
で朝長市長より、市職員に対し大いに市中で
の会合を行うことを奨励しているとの挨拶が
ありました。ある意味先頭を切っての指針で
ありがたいと思いますが、コロナ感染が再び
東京そして長崎で発症増加の傾向にあります
ので一進一退の判断が必要と思います。
　新型コロナ感染のピーク時の防止策につい
て、私の事業で関連する国々の政策を紹介し
ます。
　マレーシアでは軍隊が出動しての道路封鎖、　
指定業種のみが稼働継続できる制限を設けま
した。またメキシコでは60歳以上の人や糖尿、
高血圧等の持病の人の就労の禁止および稼働
は指定業種のみ。これら、地域政策の差はあ
るものの、功を奏して今はかなりの鎮静化が
実現しているようです。ただしインドネシア
においては、都市部のロックダウンを今なお
実施中ですが、第二の都市スラバヤでは日ご
と1000人以上の感染者が発表されているよう
で国民の統制が不十分のようです。日本は国

民性でとどめているような気がします。
　本日は円田昭実行委員長による創立70周年
タイムを行います。これまでの諸先輩方の偉
業に触れたいと思います。

佐世保市内8RC
佐世保市長表敬訪問

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 事務局長　柚木　裕子	さん
　「ハイライトよねやま244号」が届きました。

2．第2740地区ガバナー	 花島　光喜	さん
　地区幹事	 迎　雅璫嗣	さん
　地区大会実行委員長	 住江　潤子	さん
　国際ロータリー第2740地区
　地区大会延期のお知らせ
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　2021年5月21日㈮　セミナー・晩餐会『大正屋』
　2021年5月22日㈯　�地区大会本会議『武雄

市文化会館』
　　　　　　　　　　記念懇親会『未定』
　2021年5月23日㈰　記念ゴルフ『会場未定』

3．佐世保東南RC	 会長　西田　賢一	さん
　平戸RC	 会長　相知　清隆	さん
　北松浦RC	 会長　西田　耕也	さん
　「クラブの現況及び活動計画・前年度活動報
告書」が届きました。

4．米山梅吉記念館	　理事長　積　　惟貞	さん
　賛助会員入会のお願い　一人3,000円
　館報　2020春号が届きました。

委員会報告
■前年度会計報告

会計　井手　孝邦
　2019-2020年度の収支決算書
をセルフボックスに入れており
ますのでご確認ください。

朗遊会より
朗遊会　幹事　坂元　　崇

①�7月11日㈯は、残念ながら天
候不良のため、中止となりま
した。改めまして8月1日㈯に
石盛ゴルフ場で11時20分ス
タートで開催いたします。
　�3度目の正直で、晴れることを願っておりま
す。特に案内文はFAXいたしません。7月11
日㈯の出席の方で、8月1日㈯欠席の方は、�
米倉さんまたは坂元までご連絡ください。

②�本日、セルフボックスへ、本年度朗遊会へ
の入会と年会費のお願い文書を入れており
ます。
　�ゴルフを始めてみようと思われる方、一度
やめて、また始めようと思われる方、是非
ご参加お待ちしております。また、佐世保
RCの印が必要の場合は、事務局の山田さん
までご連絡ください。

ロータリー３分間情報
「伝えたと、伝わったは違う」	 前田　隆夫　
　ロータリーの友7月号に掲載
されたジャパネットたかたの創
業者、髙田明さんの講演録から
話題を提供します。
　私が最も印象に残った言葉は
「自分が伝えたと、相手に伝わったとは全く違
う」です。ジャパネットはラジオショッピン
グ、テレビショッピングで急成長しましたが、
売れない物は何十回練習して話しても売れな
かったそうです。それはなぜか。「商品の良さ
を伝えたと思い込んでいただけで、相手に伝
わっていなかった」ということです。そこに
気づいた髙田さんは、こう指摘しています。
　部下に伝えた。お医者さんが患者さんに伝
えた。政治家が県民に伝えた。学校の先生が
子どもたちに伝えた。こうした日常のやりと
りの大半は「何かを伝えたつもりに終わって
いるのではないか」と。私たち全員が該当す
るかもしれません。
　最近はこんな事例がありました。新型コロ
ナウイルスの問題で、政府や自治体からさま
ざまな言葉が発信されました。「パンデミック
が拡大しています」「クラスターが頻発し、オ
ーバーシュートするとロックダウンの可能性
があります」「ソーシャルディスタンスを保っ
て、ニューノーマルを心がけましょう」。おじ
いちゃん、おばあちゃんに理解できるでしょ
うか。命に関わる問題ですから、老若男女が
理解できる言葉で伝えなくてはならないのに、
このありさまです。「東京アラート」って、何
だったのでしょう。
　これこそ、髙田さんの言う「伝えたと、伝
わったは違う」の典型だと思います。私も言
葉を人に伝える仕事をしていますので、髙田
さんの言葉には非常にうなずけますし、自戒
の念を込めて紹介しました。
　余談ですが、髙田さんは70歳のとき、夢の
中で神様から「そんなに情熱があって元気だ
ったら、あと50年生きなさい」と言われたそ
うです。当時の男性の最高齢は117歳。その長
い歳月を「あと47年ある」と捉え、あれをや
ろう、これもやりたいと考える髙田さんのバ
イタリティーに感服しました。
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慶　　　　祝
出席・例会委員会　委員長　谷川　辰巳　

○永年会員表彰
　岡　　英樹�さん（42年）
　山下　尚登�さん（23年）

○出席100％表彰
　溝口　尚則�さん（15回）
　松尾　文隆�さん（15回）
　吉澤　俊介�さん（ 9回）
　草津　栄良�さん（ 4回）
　萩原多恵士�さん（ 3回）
　浦　　義浩�さん（ 1回）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　岸川　善紀

橘髙　克和	さん
　タイミングが遅くなりましたが、前年度�
木村会長、有薗幹事は、大変お疲れ様でした。
さぞもの足りないお気持ちのことと思います。
　新年度の加納会長、納所幹事のご活躍を祈
念しております。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金吾	副幹事、福田　金治	さん
岸川　善紀	さん、松本　祐明	さん
松尾　　貴	さん、筒井　和彦	さん
増本　一也	さん、大神　吉史	さん
森　　勝之	さん、北野　慎司	さん
西田　勝彦	さん、安部　雅隆	さん
廣瀬　章博	さん、円田　浩司	さん
芹野　隆英	さん、池田　真秀	さん
松尾　慶一	さん、黒木　政純	さん
遠田　公夫	さん、古賀　　巖	さん

中村　徳裕	さん、橘髙　克和	さん
坂元　　崇	さん、松尾　文隆	さん
　円田昭さんの卓話に期待して、ニコニコし
ます。

遠田　公夫	さん
　TBS系のテレビ番組「プレバト」、今、話
題のあの辛口先生「夏井いつき」が7月26日㈰
佐世保にやってきます。当日は、俳句よもや
ま話に俳句の作り方教室、更に、佐世保観光
をテーマにした俳句挑戦コーナーもあります。
いわば俳句を通して地域活性化を目論む企画
で、題して「夏井いつき句会ライブ�in�させぼ」。
多くのイベントや祭りが中止になる中、思い
切って実行を決断、アルカスでは今年初めて
の大型イベントになります。
　コロナ感染防止の苦労もいろいろ、1,500人
の会場は、ソーシャル・ディスタンス確保の
ため、座席の前後左右を空席に、その結果、
観客は半分の750人、更に入場時の検温も実施、
スタッフは全員、納所さんの所のフェイスシ
ールド着用などなど。7月26日、日曜、午後1
時30分開演、会場はアルカスSASEBO。俳句
の好きな方は是非、お越しください。

山下　尚登	さん、松尾　文隆	さん
草津　栄良	さん、萩原多恵士	さん
　永年会員表彰、出席100％表彰ありがとうご
ざいました。

岡　　英樹	さん
　永年会員表彰、結婚祝い（2月）、誕生祝い（6
月）ありがとうございました。

◇
ニコニコボックス� 本日合計　　36,000円
� 累　　計　　98,000円
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（今週の担当：萩原多恵士）
（カメラ担当：陣内　純英）

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

卓　　　　話
『創立70周年について』

70周年実行委員長　円田　　昭　
過去の主な周年記念行事及び記
念事業（周年誌より抜粋）
10周年
◦�日米親善と都市美化のため米
軍管理下の名切グラウンドに
桜の木70本を植樹
◦�国道35号線汐見変電所横に交通安全横断標
示器を設置
◦�式典：昭和37年4月11日　高島真珠庭園（大
塔）
20周年
◦�名切公園に植樹費用の100万円を佐世保市に
寄贈「友愛の庭」
◦�台湾台南RCと姉妹クラブ締結
◦�押しボタン式交通信号機の設置費用として
30万円寄贈
◦�式典：昭和46年2月27日　親和銀行本店4階
ホールにて開催
◦�祝賀会：式典に引き続き玉屋別館にて開催
◦�物故会員慰霊式
30周年
◦�京町公園に時計塔の寄贈
◦�西海学園IACの設立
◦�式典：昭和56年4月15日㈬　通常例会後、
親和銀行本店9階にて開催
◦�祝賀会：同日16時より玉屋7階文化ホールに
て開催、台南RCより20名のゲストを迎える。
◦�物故会員慰霊式
◦�記念誌の発行
40周年
◦�記念講演会：平成3年4月13日㈯
　佐世保市民会館にて
　講師：王　貞治�氏「限界への挑戦」
　私の野球人生　一般開放
◦�記念植樹：平成3年4月14日　佐世保新公園
（コミュニティセンター前）に「友愛の森」
のモニュメントと植樹を実施
◦�少年野球教室　平成3年4月14日
　佐世保市民球場（相浦）

＊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。

　�王　貞治�氏をコーチにお招きし、市内小中
学生を対象に開催
◦�式典：平成3年4月17日㈬　通常例会後、16
時より親和銀行本店9階にて開催
◦�祝賀会：同日18時より玉屋7階文化ホールに
て開催、台南RCより40名、ラホヤRCより5
名のゲストを迎える
◦�物故会員慰霊式
◦�記念誌の発行
50周年
◦�青少年育成と国際理解を深める図書購入費
として佐世保市図書館に500万円を寄贈
◦�国際交流の一環として韓国鎮海RCとの姉妹
締結促進のため、平成13年3月27日に8名の
会員で訪問し、例会に出席するも姉妹クラ
ブ締結には至らず。


