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　皆様、健やかに新春をお迎えのことと存じます。

　ご挨拶が遅くなりましたが今年も宜しくお願

い申しあげます。

　さて年末年始の寒波の到来とともに予想され

たことでもありますが、新型コロナ感染症がさ

らに拡大し、佐世保もいよいよ身近なものとし

て予防対策が深刻化してまいりました。

　昨年末に70周年記念事業として、長崎国際大

学へのPCR検査機器、また佐世保保健所への防

寒具等の寄付を行いましたが、皮肉にも今まさ

に貢献しているものと思います。

　RC上半期はことごとくイベントが開催されず

に終わりました。直近では12月19日開催予定で

あった忘年家族会を土壇場で中止せざるを得な

い状況となり、今年度初めての家族会でもあり　

楽しみにしておられたご家族をはじめ、感染防

止策を講じながら準備に余念のなかった担当委

員会の皆様、またホテルオークラさんにも大変

ご迷惑をお掛けする結果となりました。

　以後反省を踏まえ慎重な運営を心がけてまい

りますので、引き続きご協力の程お願い申しあ

げます。

　早速ではありますが、引き続き皆様の感染防

止を第一優先と考え、年当初からではあります

が　1月～2月の例会開催を中止と致しておりま

す（別途ご案内のとおり）。今後は状況を鑑みな

がら開催時期を計ってまいります。

　1月27日㈬の長寿祈願祭ならびに祝賀会につ

いても、一旦は昼の例会祝賀会への切り替えを

試みましたが、現状況では例会そのものを休会

せざるを得ず、当事者のみの祈願祭に切り替え、

祝賀会は例会開催の折に実施したいと考えてい

ます。賀寿の皆様申し訳ありません。

　次に2月17日㈬創立記念例会での物故者慰霊

式も同様に延期とさせていただき、現時点では4

月10日㈯の創立70周年記念祝賀会開催の折に執

り行いたいと考えます。

　どれもこれも先延ばしとなり全く残念であり

ますがご理解ください。

　最後になりますが、今年が人類の未曽有の世

界危機を乗り越え、また前向きな歩みが始まり、

そして佐世保クラブの“楽しい集い”が復活で

きる素晴らしい年となりますことを心より祈念

致し、年頭のご挨拶とさせていただきます。

　くれぐれも健康には留意され、またお会いし

たいと思います。

　ありがとうございました。

理事会報告

　1月6日㈬に開催されました理事会の協議内容

報告です。

1.12月19日㈯　忘年家族会中止について

　�　土壇場の開催中止にも拘らず、ホテルオー

クラさんの配慮により最小限の支出で納める

ことが出来ました。ありがとうございました。

2.�1月27日㈬　長寿祈願祭ならびに祝賀会につ

いて

　�　すでにご案内の通り長寿祈願祭は当事者お

よび執行部にて執り行い、例会にて開催予定

であった祝賀会は例会休会で一旦中止致しま

す。例会再開の折にお祝いの場を設けます（次

回理事会で検討）。

3.2月17日㈬　創立70周年記念日例会について
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　�　例会休会にて中止といたします。物故者慰

霊祭は4月10日開催予定の記念祝賀会にて執

り行います。

4.70周年について

　●記念事業の実施状況について

　　①�長崎国際大学PCR検査センターへの検査

機器の寄付　12月2日実施

　　②西海学園高等学校へ楽器の寄贈（注文中）

　　③�佐世保市保健所への防寒着、暖房器具の

寄贈　12月16日、28日実施　

　●会員向けの70周年記念品として

　　�　タニタ製の非接触型体温計を手配中。入

手次第贈呈予定

5.年会費増額について

　�　運営にかかわる支出増が避けられない状況

となっておりますので、今後の会費の見直し

を検討いたします。コロナ禍の状況を踏まえ

ながら次年度への提案の形で継続審議いたし

ます。

6.クラブ細則の修正について

　�　入会金に関する見直しを行います。時代の

流れに対応したより入会しやすい形に整えた

いと思います。同様に継続審議致します。

7.�次回理事会　2月3日㈬11時　佐世保中央公民

会にて開催予定です。

8.�新会員　永瀬徳豊さんの入会および配属につ

いて

　�　3月以降例会開催のタイミングで入会式を実

施予定です。

　�　配属は出席・例会委員会及び親睦活動委員

会の兼任となります。

創立 70周年記念事業報告
記念事業委員会　委員長　古賀　　巖

佐世保市保健所への寄贈
　新型コロナ発生以来、感染対策の第一線とし

て、佐世保市民の為に働いておられる佐世保市

保健所の、発熱患者の為に救急診療所屋外に設

置された医療コンテナで、寒さ厳しくなる中に

対応を行う職員の方々のために、下記の物を創

立70周年記念事業の一環として、新型コロナの

撲滅と地域医療の発展を心から祈念しお贈りし

ました。

　2020年12月16日㈬　午後2時30分より、佐世

保市役所市長室に於いて、佐世保市から、朝長

佐世保市長、佐世保市保健所 井上所長、保健福

祉部�野村部長、同�辻副部長、その他担当職員

にご列席いただき寄贈式を行いました。

　佐世保ロータリークラブからは、加納会長、　

円田実行委員長、納所幹事、福田副幹事、そし

て私�古賀の参加です。

記

1.�防寒コート型屋外スタッフジャンパー�新型コ

ロナ特別対策室マーク付　15着

2.�屋内用スタッフジャンパー�新型コロナ特別対

策室マーク付　50着

3.屋外用防水型電気ストーブ　3台

　尚、屋外用防水型電気ストーブ3台については、

2020年12月28日月曜日午後4時半ごろ、保健福

祉部5階に持参し、井上所長、尾崎次長、担当職

員 久保さんに受け取って頂きました。
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上期事業報告及び下期事業計画
■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

　委員／米倉洋一郎、森　　勝之、松本　祐明

　　　　小石原健二、長野　哲也、内海　暢邦

　　　　指山　　立、船越　　温、山口　健二

　　　　田村　康弘、中村　真弥

　　　　（小村　英司）、（岸川　善紀）

　【上期事業報告】

・6月27日� �役員交代式（会場：小浜）

� コロナ感染を避けるため中止

・9月30日� �観月例会（会場：レオプラザホテ

ル)�70周年タイムと同時開催

・11月11日� �新会員歓迎懇親会（会場：レオプ

ラザホテル）参加者59名

・12月19日� �忘年家族会（会場：ホテルオーク

ラJRハウステンボス）

� コロナ感染を避けるため中止
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　上期は親睦委員長としての務めを果たせず�

申し訳なく思っております。

　一刻も早くコロナ収束のめどが立ち、会員同

士の親睦ができることを祈るばかりです。

　【下期事業計画】

　今後は以下の行事を予定しております。会員

との親睦をぜひとも行いたいと切に願います。�

・1月27日� �長寿祈願祭・祝賀会

� （会場：ホテルフラッグス）

・2月17日� 創立記念日例会

・3月24日� �観桜例会（会場：ホテルオークラ

JRハウステンボス）

○出席・例会委員会

　（長）谷川　辰巳　（副）浦　　義浩

　委員／中島　　顕、長野　哲也、内海　暢邦

　　　　指山　　立、船越　　温、山口　健二

　　　　水元　誠太、田村　康弘、中村　真弥

　　　　北野　慎司

　【上期事業報告】
・6月24日� �役員交代式（レオプラザホテル佐

世保）

・7月1日� 大委員会

・7月8日� クラブ協議会

・8月5日� �遠田公夫 第5Gガバナー補佐訪問例

会

・8月19日� �花島光喜ガバナー公式訪問例会（例

会休会の為懇親会のみ開催）

・9月30日� �観月例会（通常例会を18：30～開催）

・12月2日� 年次総会

・�例会の出席確認、出席率の算出を行い、例会

開始時までに会長・幹事に報告いたしました。

・�ビジター・ゲストの受付を行い、例会開始時

までに会長・幹事に報告いたしました。

・�第3例会時に、永年会員・出席100％会員の表

彰を行いました。

・役員交代式の運営補助を行いました。

　【下期事業計画】

・1月6日� �クラブ協議会（コロナ休会のため

中止）

・1月13日� �クラブ協議会（コロナ休会のため

中止）

・2月17日� �創立記念日例会（コロナ休会の為

中止）

・3月24日� 観桜例会

・6月23日� クラブ協議会

・6月30日� クラブ協議会

○プログラム委員会

　（長）坂本　　敏　（副）前田　隆夫

　委員／松尾　慶一、陣内　純英、松本　祐明

　　　　小石原健二、岡　　英樹、中島　祥一

　【上期事業報告】

　7月から12月までの行事予定通りに、卓話者の

選択も、外部講師の卓話もまったく行うことが

出来ず残念でしかたありません。

　新会員、内部会員の卓話を行うしかなかった

為、今後は会員全員に卓話のお願いをしていこ

うと考えております。

　【下期事業計画】

　1月から6月までの行事予定をしておりました

が、新型コロナ感染拡大の為、今後は新会員及

び会員卓話を行う予定です。

　今後は卓話のやり方も考え、パネルディスカ

ッションを取り入れたり、いろいろ試していき

たいと考えております。

　ご協力のほどよろしくお願い致します。

■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）松尾　　貴　（副）坂根　　毅

　委員／池田　　豊、梅村　良輔、田中丸善保

　　　　円田　三郎、（黒江章雄）、（小林英司）

　【上期事業報告】

　コロナ禍の影響により、残念ながら具体的な

活動は出来ておりません。

　【下期事業計画】

・2021年5月　職場訪問

・2021年6月　空き缶回収キャンペーン
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　ロータリーの基本理念の一つである「職業奉

仕」あわせて五大奉仕の一つである「社会奉仕」

の意義・意味合いをしっかりと考え、ロータリ

アンとしての意識を持って活動して参ります。

　コロナ禍という非常事態において、安全に行

事を実施出来る状況かを慎重に検討・判断しな

がら、可能であれば実施をしていきたい。

○国際奉仕・姉妹クラブ委員会

　（長）古賀　久貴　（副）溝口　尚則

　委員／河原　忠徳、坂根　　毅、橘髙　克和

　　　　田中丸善弥

　【上期事業報告】

1.�今年は新型コロナウイルスの世界的感染の影

響により、佐世保ロータリークラブ創立70周

年記念式典を行うにしても、姉妹クラブであ

る台南RC、ラホヤRCの式典出席有無につい

て、メールにて確認を行いました。

2.�2021年6月に行われるロータリー国際大会は

来年の6月開催であるため、上期には対応して

いません。

3.�姉妹クラブの台南RCへ「ロータリーの友」を

郵送しました。

　�「週報」については、ペーパーレス化を行って

いるために、両クラブへは佐世保ロータリー

クラブのホームページでの観覧のご案内を行

いました。

　【下期事業計画】

・2021年4月　�佐世保ロータリークラブ創立70

周年記念式典

　�　姉妹クラブである台南RC、ラホヤRCの式

典出席有無について確認を行います。�

・2021年6月12～16日　�ロータリーバーチャル

国際大会（台湾）�

　�　開催の詳細は、My�ROTARYで近日中に公

開されます。�

　�　姉妹クラブの台南RCへ「ロータリーの友」

を郵送します。

　�　「週報」については上期同様に、両クラブへ

佐世保ロータリークラブのホームページでの

観覧のご案内を行います。

■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

　委員／森　　勝之、髙田　俊夫、玉野　哲雄

　【上期事業報告】

　本年度は、新型コロナ感染状況への対応のた

め、会員の所属する長崎国際大学が原則オンラ

インでの授業となったことで、新年度の活動も、

新会員の募集もままならずスロースタートとな

ったが、下記の活動を実施することができた。

　8月18日、はじめての試みとして、ZOOM会

というスタイルでオンライン例会を開催した。

　9月28日、第一回例会を、ホテルオークラJR

ハウステンボスを会場に開催。

　会員4名、指導の先生1名、佐世保RCから6名

が参加し、感染防止対策の上、通常例会を開催

することができた。

　11月24日、板山航太地区代表（鹿島RAC）を

お迎えし、公式訪問例会をホテルオークラJRハ

ウステンボスを会場に開催した。来賓に2740地

区　福田金治パストガバナー、高松茂信RAC委

員会委員長をお迎えし、会員6名、指導の先生1名、

佐世保RCから7名が参加し、感染防止対策を万

全に行って通常例会のスタイルで行った。

※�下期のスタートにあたり、12月21日に計画し

ていたクリスマス例会は、コロナ感染状況の

深刻化により、中止を余儀なくされた。

　【下期事業計画】

・2月中旬～3月� �定期試験および春季休業中の

ため「例会休止」�

・4月上旬� 新一年生勧誘オリエンテーション

・4月24日㈯� �インターシティミーティング

（1月開催予定を延期）

・4月27日㈫� 通常例会　於：長崎国際大学

・5月25日㈫� 通常例会　於：長崎国際大学

・6月12日㈯・13日㈰

� 年次大会　（現在最終調整中）
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・6月22日㈫� 通常例会　於：長崎国際大学

・6月下旬� 役員交代式　於：ホテルオークラ

　上期については、新型コロナウイルスの影響

が大きく、RAC活動にも大きな支障が生じた

が、依然としてコロナウイルス収束の兆しが見

えない状況に鑑み、上記の下期予定も流動的で

あることをまずご留意いただきたい。しかしな

がら、その中でもRAC活動を完全自粛すること

はせず、安全に出来ることを模索しながら確実

に実践していきたいと考えている。通常例会は、

上期同様月1回で実施する予定でいるが、場合に

よっては、「リモート」開催で行うことも視野に

入れている。また、例会の内容については、ロ

ータリアンの卓話を希望する学生が多いことか

ら、ロータリアン卓話を軸に構成していきたい

と考えている。

○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

　委員／山下　尚登、増本　一也、大神　邦明

　【上期事業報告】
1 令和2年7月14日� インターアクト定例会開催

2 同年11月14日� 街頭募金活動実施

3 同年12月5日� 街頭募金活動実施

4 同年12月12日� 街頭募金活動実施

　本年度は新型コロナウイルス感染症対策のた

め、佐世保市内の感染者数を見ながら実施を検

討し、また実施する場合もマスク、ビニール手

袋を着用するなどの配慮がなされていました。

　なお、当初予定されていました佐世保学園訪

問及びインターアクト年次大会は実施されませ

んでした。

　【下期事業計画】

　インターアクト定例会や街頭募金活動の実施

については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため、佐世保市内の感染者数を見ながら、各事

業の実施を検討し、また実施する場合もマスク

着用等の配慮をすることになると思われます。

■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

　委員／中島　　顕、下田　弥吉、安部　直樹

　【上期事業報告】
　期首77名　　12月31日現在78名�

退会会員（敬称略）　4名�

　小村英司　㈱商工組合中央金庫　佐世保支店�

　北野慎司　いちよし証券㈱　佐世保支店�

　黒江章雄　㈱九電工　佐世保営業所

　岸川善紀　㈱長崎新聞社　佐世保支社

入会者（敬称略）　9名

　中島　顕　中島ノズル㈱

　長野哲也　梅ケ枝酒造㈱�

　内海暢邦　㈱森白汀�

　指山　立　㈱指山建築ファクトリー�

　山口健二　西肥自動車㈱�

　船越　温　㈱メモリード�

　水元誠太　いちよし証券㈱　佐世保支店�

　中村真弥　㈱九電工　佐世保営業所�

　田村康弘　㈱商工組合中央金庫　佐世保支店

　【下期事業計画】

　会員増強は純増３名を目指します。

　職業分類の充実・未充実を踏まえ会員増強を

行います。

○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

　委員／福田　金治、井上　斉爾

　【上期事業報告】
　〔ロータリー情報〕

1.7月22日� �会員候補者に対するオリエンテー

ション実施

2.10月28日　�会員候補者に対するオリエンテー

ション実施

3.11月11日� �新会員研修会実施　研修会参加人

数19名（対象者全員参加）

4.12月16日� �会員候補者に対するオリエンテー

ション実施
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　〔文献記録・雑誌〕

1.7月11日� �ロータリー3分間情報　前田隆夫会員

2.11月28日� �ロータリー3分間情報　松本祐明会員

　【下期事業計画】

　〔ロータリー情報〕

　上期に引き続き、会員候補者に対してオリエ

ンテーションを実施し、ロータリークラブにつ

いての説明と会員の義務について説明を行い、

ロータリーについて理解していただく。�

　〔文献記録・雑誌〕

1.�奇数月に入会３年未満の会員を中心に「ロー

タリーの友」などを読んだ感想・意見等を「ロ

ータリー３分間情報」で発表していただく。

2.�会員へ「ロータリーの友」、「ガバナー月信」

を読んでもらうための啓発に努める。

3.�上期、佐世保市立図書館への「ロータリーの友」

の寄贈については、コロナの関係で実施でき

なかったことから、下期は実施していく。

4.各種ロータリー情報を会員へ提供する。

■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

　委員／萩原多恵士、陣内　純英、坂根　　毅

　　　　浦　　義浩

　【上期事業報告】

　カメラ・記事と分担を決めてスムーズに役割

を進めることができた。

　上半期、週報も遅れることなくHPに掲載でき

ている。

　【下期事業計画】

　下期も上期同様に分担を決め、スムーズに進

行し、遅れることなく週報の掲載ができるよう

にしていきたい。

　写真を多くとり、よい写真の掲載ができるよ

うに、また、白紙部分ができるだけ無いように

していきたい。

■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

　委員／吉澤　俊介、佐々木秀也、松本　英介

　【上期事業報告】
1.ロータリー財団

　・ポリオプラス

　　例会場寄付箱　13,600円　（＄129.52）

　・年次基金

　　上期クラブ寄付　8,162円（＄77（1人＄1×77名））

2.米山記念奨学会

　上期普通寄付　＠1,500円　78名

3.例会卓話

　11月米山月間につき、米山奨学生卓話

　11月25日、米山奨学生　レーチュン・ハイさ

ん（県立大学　ベトナム国籍）

　【下期事業計画】
　後期の事業については、引き続き寄付を募り

目標額を達成していく予定ですが、コロナ禍で

例会も中止なので、大変厳しい状況です。

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
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