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会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんにちは。

　4月21日以来の例会です。

　そして、いよいよ2020～2021年

度も最終の月に入りました。

　4月21日にご逝去されました、

円田三郎パスト会長のご葬儀には、皆さんを代表

して弔辞を捧げ、お見送りを致しましたことをご

報告いたします。改めましてご冥福をお祈り申し

上げます。

　さて本日は、ここにオ

リンピック聖火のトーチ

を飾っております。これ

は芹野会員の計らいによ

り入手された本物です。

オリンピックが、コロナ

禍を何とか克服して開催

されることを期待したい

ものです。

　久々の例会開催ですの

で、その間の報告を致し

ます。

　6月2日には、佐世保RC創立70周年の節目にあた

り、物故会員の慰霊祭を黒髪山大智院にて営みま

した。本来ならば、全会員また物故会員ご家族に

参列を前提で実施すべきことでありますが、コロ

ナ禍により理事メンバーと物故会員の関係メンバ

ーのみの法要とさせていただきました。

　草津会員には大変お世話になりました。

　また6月3日には　同じく創立70周年記念事業と

して、九十九島の島清掃活動を行いました。あい

にくの雨模様ではありましたが、取りあえずの目

的達成は出来たものと思います。

　久々に体を使う奉仕活動でしたが、おそらく参

加した会員は、さわやかな充実感を味わえたもの

と思います。皆さんお疲れ様でした。

　本日の例会は佐世保市のコロナ禍環境により内

容を変更致しました。卓話予定の中村会員には申

し訳ないことですが、セレモニーのみの例会とし、

各自弁当持ち帰りにてお願い致します。

　次回の移動例会“葵例会”は予定通り開催致し

ます。最初で最後の親睦活動の出番です。コロナ

感染症には十分配慮しながら行いますので、ご出

席を宜しくお願いいたします。

　尚、今月23日、30日のクラブ協議会についても、

極力セレモニー等を簡略化しながら通常通りの例

会として開催したいと思います。最後までご協力

宜しくお願い致します。

〔理事会報告〕

5月12日

○九十九島清掃事業に関して

　�　KTN松本会員を通じて「海ごみゼロウィーク

2021」への参加の提案

○70周年記念品について

　�　体温計に続き帽子を選定しました。70周年特

別会費を徴収しましたので退会／異動の会員に

も配布することといたします。

○物故会員慰霊祭について

　�　5月28日より6月2日に変更し、参列者も理事メ

ンバーに限定で検討

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 25 名）・出席 54 名・欠席 22 名・ビジター 0 名・出席率 71.05 ％

《 4月14日》会員数 77 名（出席免除会員 28 名）・出席 48 名・欠席 29 名・メークアップ 0 名・修正出席率 62.34 ％
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6月2日

○葵例会の開催

　�　進行内容と予算について最終検討を行いまし

た。

○クラブ協議会の発表について

　23日　加納会長

　　　　クラブ管理運営委員会　坂元　　崇�さん

　　　　奉仕プロジェクト委員会　池田　真秀�さん

　　　　青少年奉仕委員会　廣瀬　章博�さん

　　　　会員増強委員会　草津　栄良�さん

　30日　公共イメージ委員会　円田　浩司�さん

　　　　ロータリー財団委員会　松尾　文隆�さん

　　　　70周年実行委員会　円田　　昭�さん

○年会費増額について

　　次年度への申し送り事項と致します。

○新会員候補者について

　立花　秀樹　さん

　　十八親和銀行　取締役専務執行役員

　　6月9日　新会員オリエンテーション実施

○退会者について

　森　　勝之�会員

　　ホテルオークラJRハウステンボス　6月20日付け

　遠田　公夫�会員

　　とおだ＆ソリューション　6月30日付け

　吉澤　俊介�会員

　　十八親和銀行　6月30日付け

○クラブ寄贈10周年石碑と樹木について

　�　名切公園の再開発に伴いクラブ10周年で建立

した石碑および樹木について

　�　石碑は温存し、樹木については、市に一任と

しました。

○最終理事会・監事会の日程について

　2021年7月21日㈬　11：00～

　�　但しコロナ状況が好転すれば時間変更の可能

性もあります。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」（CD）

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．台南扶輪社　社長	 黄元碩	さん（Akiraさん）
　国際奉仕委員長兼佐世保姉妹クラブ委員長
	 邱榮政	さん（Rogerさん）
　日本政府の支援で、台湾に新型コロナウイルス

ワクチンを124万回分無償提供のお礼状

委員会報告
■創立70周年記念行事実行委員長	 円田　　昭
　6月3日㈭早朝8時半より、70周

年記念行事として九十九島清掃事

業を行いました。

　当日は悪天候にもかかわらず、

多くの会員にご参加いただき誠に

ありがとうございました。

　また、㈱テレビ長崎の撮影クルーの皆様にも同

行いただき重ねて感謝申し上げます。

　詳しい内容につきましては、中村徳裕会員によ

る報告書を70周年記念誌に掲載いたしますので、

そちらをご確認ください。。

佐世保ロータリークラブ 

加納洋二郎 会長 殿                2021年 06月 07日 

                       台南扶輪社 社長 黃元碩 

国際奉仕委員長 兼 佐世保姉妹クラブ委員長 邱榮政 

 

拝啓 初夏の候、皆様ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 

さて、この度は日本政府のご支援で、台湾に新型コロナウイルスワクチンを 124万回

分無償提供していただき、誠にありがとうございます。日本政府からワクチンの支援

を受けられることは、台湾の感染症対策を強化し、国民の健康を守るために大きく役

立つことです。このことはまた、台湾と日本は真の友であることを改めて証明しまし

た。日本の友人からの温かいご支援を、われわれは永遠に忘れません。感謝の意を表

します。 

 

台湾は現在、レベル 3の警戒規制中だが、国民が一丸となって、いつもの日常を取り

戻そうと頑張っています。日本の皆様のご支援できっとコロナ禍を乗り切って行ける

と信じています。日本もまだ台湾と同様コロナ禍に見舞われる中ですが、どうぞお体

に気をつけて、健やかにお過ごしください。 

 

これからも姉妹クラブの友情を大事に、末永くお付き合いをお願いいたます。皆様の

ご健康を心よりお祈りいたします。 

敬具 

 

[中文] 

這次在日本政府的支援下，向台灣免費提供了 124 萬劑新冠病毒疫苗，非常感謝。日本

政府的疫苗支援，對强化台灣的疫情對策以及保護國民的健康有很大的幫助。這件事再

次證明了台灣和日本是真正的朋友。我們永遠不會忘記日本朋友的熱情幫助。再次表示

感謝。 

台灣現處於第三級警戒狀態中，國民團結一致，努力恢復日常生活。相信在日本的各位

的支援下一定能渡過疫情。日本也和台灣一樣遭受新冠病毒疫情，請注意身體，健康地

度過每一天。 

今後也請珍惜姐妹社的友情，讓我們友誼長存。衷心祝願大家健康。 
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朗遊会より
朗遊会幹事　坂元　　崇

「役員交代式記念ゴルフ大会」
「佐世保RC創立70周年記念ゴルフ大会」開催のご案内
　本来、来賓の方々と親睦を深め

る目的のゴルフ大会の予定でした

が、コロナ禍で開催することが困

難な状況となりました。そこで創

立70周年記念ゴルフ大会を全会員

対象で行う事となりました。初心者の方も大歓迎

です。多くの会員のご参加よろしくお願いします。

　体を動かすにはとてもよい季節になってまいり

ました。引き続き3密に十分心掛け、体調管理にお

気を付けください。

　「役員交代式記念ゴルフ大会」及び「佐世保RC

創立70周年記念ゴルフ大会」を下記の通り開催い

たします。

　日　程／令和3年6月12日㈯

　　　　　役員交代式記念ゴルフ大会

　　　　　令和3年6月19日㈯

　　　　　佐世保RC創立70周年記念ゴルフ大会

　時　間／スタート11：19～（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（各日）

表　　　　彰
○ロータリー財団ポールハリスフェローピン伝達
� 松尾　文隆�さん

○第7回米山功労者マルチプル　感謝状伝達
	 梅村　良輔�さん

○地区大会表彰・記念品伝達
　50年以上在籍者　円田　三郎�さん

　　　　　　　　　田中丸善保�さん

　30年連続出席者　米倉洋一郎�さん

　25年連続出席者　増本　一也�さん

　　　　　　　　　髙田　俊夫�さん

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　出端　隆治
○今月の誕生祝い
　5月
　長野　哲也�さん（ 2日）、内海　暢邦�さん（ 7日）

　中島　　顕�さん（ 8日）、安部　直樹�さん（19日）

　加納洋二郎�さん（24日）

　6月
　有薗　良太�さん（ 4日）、池田　　豊�さん（ 8日）

　岡　　英樹�さん（22日）、松本　祐明�さん（23日）
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○永年会員表彰　5月
　松本　英介�さん（46年）、福田　金治�さん（44年）

　大神　邦明�さん（36年）

○出席100％表彰　5月
　米倉洋一郎�さん（32回）、有薗　良太�さん（19回）

　平尾　幸一�さん（14回）、福田　金吾�さん（ 4回）

○結婚記念月のお祝い
　4月
　安部　直樹・恵美子�さん�ご夫妻（ 1日）

　指山　　立・利枝子�さん�ご夫妻（ 6日）

　草津　栄良・晴代　�さん�ご夫妻（ 7日）

　坂本　　敏・和代　�さん�ご夫妻（ 7日）

　平尾　幸一・透江　�さん�ご夫妻（14日）

　円田　　昭・美和子�さん�ご夫妻（20日）

　髙田　俊夫・伸子　�さん�ご夫妻（23日）

　中島　　顕・英子　�さん�ご夫妻（23日）

　石井　正剛・桂子　�さん�ご夫妻（28日）

　5月
　大久保利博・美香　�さん�ご夫妻（ 9日）

　陣内　純英・薫　　�さん�ご夫妻（12日）

　木村　公康・智里　�さん�ご夫妻（23日）

　安福　竜介・美映子�さん�ご夫妻（27日）

　水元　誠太・弥生　�さん�ご夫妻（27日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　内海　暢邦

大神　吉史	さん
　この度長崎県の県広報誌「つたえる県ながさき」

に大新技研の代表者として掲載させていただきま

した。ロータリーの先輩方や、友人、飲み友達など、

いろいろな方々から「載っとったよ！」と、メッ

セージをいただき、ちょっとだけ有名人かな？と

思いつつも、会社の内容を理解いただきたいとい

う思いでした。

　今後とも県のため、日本のため、世界のため、

システムを通じて皆様がより良い環境になるよう、

努力し続けたいと思います。

　是非とも、引き続き叱咤激励をいただきたく、

よろしくお願い申しあげます。

芹野　隆英	さん
　私たち佐世保旅館ホテル協同組合では、6月7日

～7月23日の47日間、市内15ホテル施設で「オリ

ンピックトーチ展示リレー」を開催しております。

　本日は、特別にロータリーの皆様にも見ていた

だきたく、展示させていただきました。

５月　加納洋二郎	会長、長野　哲也	さん
　　　内海　暢邦	さん、中島　　顕	さん
　　　船越　　温	さん
６月　岡　　英樹	さん、松本　祐明	さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとうござい

ました。

福田　金治	さん
　永年会員表彰、ありがとうございました。
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＊6・7月  例会予定＊�

6月16日　�葵例会　ホテルオークラJRハウス
テンボス12階　12：30～

6月23日、30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

（今週の担当：安福　竜介　カメラ担当：大久保利博）

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

福田　金吾	副幹事、米倉洋一郎	さん
　出席100％表彰、ありがとうございました。

４月　坂本　　敏	さん、指山　　立	さん
　　　草津　栄良	さん、円田　　昭	さん
　　　髙田　俊夫	さん、中島　　顕	さん
５月　安福　竜介	さん、大久保利博	さん
　　　木村　公康	さん、水元　誠太	さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、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� 888,000円

物故会員慰霊祭のご報告
副幹事　福田　金吾

　6月2日㈬10時より、黒髪山大智院におきまして

物故会員慰霊祭を厳粛に挙行いたしましたことを

ご報告いたします。

　本来であれば、70周年の記念式典並びに慰霊祭

という形で執り行うところ、新型コロナウイルス

感染症の影響により、やむなく当日の出席者もご

遺族の会員、理事・役員に規模を縮小して開催す

ることとなりました。

　慰霊祭の中で加納会長は、今回60周年以降に亡

くなられた14名の皆さまを前に、これまでの多大

なるご貢献とご協力に感謝するとともに、これか

らの佐世保ロータリークラブの発展をお誓いなさ

れました。

　私としても、少ない人数での開催となりました

が、実に3400回以上を数える例会数が物語るよう

に、大変多くの先輩が築き上げてこられた歴史に

思いを馳せる貴重な時間を過ごさせていただきま

した。


