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副 会 長 挨 拶
1年間の総括として

副会長　黒木　政純
　今年度は、昨年度に引き続き新

型コロナウイルスに翻弄された1

年でした。私は副会長として、医

療関係者として、執行部および理

事会を見守ってきた立場ですが、

どこかの専門家のようにリーダーの足を引っ張ら

ないように心がけてきたつもりです。とは言え、

佐世保市がコロナ感染段階のフェーズ2にならない

と、会食を伴う例会はできませんと私が発言した

ことが、会長の足かせになってきたことを申し訳

なく思っています。今年になってフェーズ2になっ

たのは、3月の1ヵ月間にも満たない期間だったう

え、6月初めからはフェーズ4になったままです。

　一国の首相でさえ、右往左往したり、決断が遅

れたりしているこのコロナ騒動の中で、加納会長

が行事や例会を中止する決定をすることが、どれ

だけ大変だったのか想像に難くありません。特に

12月の忘年家族会を前日に中止したことは苦渋の

決断でありました。しかし、会長を支える納所幹事、

福田金吾副幹事の働きとチームワークにはいつも

感心してきました。前日まで意見がバラバラでも、

例会や理事会当日には、きっちり意思を統一して

臨んで来られました。さらに、理事会、各委員長

も度重なる予定変更にも、愚痴を言わず？素早く

対応されていたことが、危機感をクラブの前進に

変えた原動力だったと感じます。

　また、70周年記念事業も式典こそできませんで

したが、このコロナ禍の中で後々語り継がれるよ

うな歴史に残る事業をやり遂げられました。コロ

ナ対策活動への支援、九十九島の清掃活動など、

まさに現在の社会問題への佐世保クラブなりの回

答だったと思います。円田実行委員長をはじめ、

実行委員会の方々には改めて感謝したいと思いま

す。

　しかし、そのようなコロナ禍の中でのロータリ

ー生活を経験して、改めて思いを強くしたことが2

点あります。

　第1は、例会での会員の親睦がロータリー活動

の魅力となっていることです。皆さんの会社で

ZOOMなどのウェブ会議を行っているところも多

いと思います。ロータリーでも例会をインターネ

ットで行っているクラブもあり、また先日の地区

大会はインターネットで会員に配信されました。

しかし、例会でお互いに直接顔を合わせて、小声

でも会話できることがロータリーの楽しみであり、

大切な要素であることを感じます。まさに、加納

会長がそれでも例会開催に拘る理由がそこにあり

ます。

　第2は、佐世保市内8クラブの中で、佐世保クラ

ブの動向が他クラブから最も注目されていること

です。佐世保クラブが例会を開く、中止するとい

う決定を他のクラブがひとつの指標としています。

我々の行動は、それだけ影響があることを自覚し

ていかなければなりません。それだけに、最後に

先日の葵例会を思い切って開催したことは、アス

リートである加納会長らしいタイムアップ寸前の

逆転シュートでした。

　最後に、激動の1年間を牽引されてきた加納会長

に敬意を評するとともに、ご協力、ご支援いただ

いた会員の皆様へ感謝いたします。

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 26 名）・出席 51 名・欠席 25 名・ビジター 0 名・出席率 67.11 ％

《 6月 9日》会員数 76 名（出席免除会員 25 名）・出席 54 名・欠席 22 名・メークアップ 1 名・修正出席率 87.30 ％
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例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

◯ゲスト

　第2740地区　第5グループ

　ガバナー補佐	 遠田　公夫	さん

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．第2740地区ガバナーエレクト	 塚㟢　　寛	さん
　インターアクト委員長	 長戸　和光	さん
　7月31日㈯開催予定2021〜22年度第38回インタ

ーアクト年次大会中止のお知らせ

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
　ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（お礼）
　6月末日閉鎖

　7月1日より8月末日まで（直前ガバナー事務所）

残務処理

3．第2740地区ガバナー事務所
　第2740地区ホームページ更新のお知らせ

4．長崎国際大学ローターアクトクラブ
　	 会長　神山　由梨	さん
　窪田杏奈（長崎RAC）地区代表公式訪問例会の
ご案内
　日　時／令和3年7月17日㈯　18：00受付開始

　　　　　18：30開会点鐘　19：45閉会点鐘

　例会場／ホテルオークラJRハウステンボス

ガバナー補佐挨拶
第2740地区第5グループガバナー補佐　遠田　公夫
　第2740地区の報告をいたしま

す。去る6月17日、佐賀県の鹿島

にて花島ガバナー及び塚㟢ガバナ

ーエレクト主催の新旧ガバナー補

佐会が開催され、次年度、第5グ

ループガバナー補佐を担当される松浦RCの山本さ

んに引き継ぎを行って参りました。これを以って

私のガバナー補佐としての全ての任務を無事終了

いたしました。

委員会報告
■創立70周年記念行事実行委員会
	 委員長　円田　　昭
　佐世保ロータリークラブ
　創立70周年記念ゴルフ大会
　2021年6月19日㈯、前日の雨が

木々や芝生の緑を鮮やかにした絶

好のゴルフ日和に恵まれ、佐世保

カントリー倶楽部に参加者33名が集まり開催され

ました。

　成績上位10名は以下のとおりです。

佐世保ロータリークラブ創立70周年記念ゴルフ
順位 参加者名 OUT IN Gross HDCP Net
優勝 加納洋二郎 43 43 86 16.8	 69.2	
準優勝 松尾　慶一 40 43 83 12.0	 71.0	
3位 坂本　　敏 39 42 81 9.6	 71.4	
4位 池田　真秀 40 35 75 3.6	 71.4	
5位 橘髙　克和 42 44 86 14.4	 71.6	

6位 石井　正剛
加納会長賞 45 42 87 14.4	 72.6	

7位 安部　直樹
円田実行委員長賞 40 45 85 12.0	 73.0	

8位 玉野　哲雄 52 44 96 22.8	 73.2	
9位 円田　　昭 51 43 94 20.4	 73.6	
10位 中村　真弥 43 44 87 13.2	 73.8	

■次年度財団・米山・補助金委員会
	 副委員長　西田　勝彦
　先週の土曜日、6月19日、諫早

文化会館において、国際ロータリ

ー第2740地区2021-2022年度米山

記念奨学生委員長セミナーが開催

され、菅沼会長エレクトと参加し

てきましたので報告します。
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　セミナーは、塚㟢ガバナーエレクトの挨拶で始

まり、まず、駒井米山記念奨学理事から米山記念

奨学事業についての説明があり、次に次年度地区

米山記念奨学委員会の松田委員長から、ロータリ

ー米山記念奨学会及び地区の状況について説明が

ありました。その後、米山記念奨学生の自己紹介、

学友会の説明等があり、最後に千葉次年度地区研

修リーダーの総評で閉会しました。

　米山記念奨学事業は、日本で学ぶ外国人留学生

を支援し、将来、日本と世界を結ぶ架け橋となって、

国際社会で活躍する人材を育成することによって、

平和と国際理解の推進を図るものです。

　第2740地区では、2021-2022年度は、15名の奨

学生を支援していますが、奨学生の数は、寄付金

によって割当数が決定することから、2022-2023

年度は、14名と1名減の予定とのことです。一人で

も多くの奨学生を支援するために、寄付金の目標

を今年度同様、会員一人当たり16,000円と設定し、

各クラブにおいては、目標を達成するための具体

的な活動を行っていただきたいとのことでした。

　当クラブにおける具体的な活動等については、

今後、委員会において検討したいと考えています。

■親睦活動委員会	 委員長　大神　吉史
　先週、加納会長の発案の元、久

しぶりの親睦活動委員会として

「葵例会」を開催させていただき

ました。

　出席会員数58名と久しぶりに顔

を合わせる、良きひとときを過ごせる時間ではな

かったでしょうか？

　メインテーマは「マジシャンによる卓話でショ

ー」という題名にて、人と接することがメインな

業務が今回のコロナによって仕事を失うという、

大きな問題を抱えつつ、しかし、人の驚く顔や喜

ぶ顔を見たい！という感情で一生懸命努力をされ

ている話を聞くことができました。

　次に、マジックでも次期菅沼会長などコインを

使って想像したコインが思いもしないところから

出てきたり、コップに向かって投げた空想のコイ

ンが“チャリン！”とコップの周りには誰もいな

いのに入ったり、最後にはどんどん増えるワイン、

消えるワイングラスなど、会員もちょっと離れた

場所でもマジックを楽しんでいただけたのではな

いかと思います。

　是非とも冒頭にありましたように人との繋がり

が大切な業務も数多くある状況です。ロータリア

ンの力で少しずつアフターコロナになるように知

恵を出し合ってよき社会になるよう、あと一回の例

会がありますが、次年度に期待したいと思います。

　誠に「葵例会」出席ありがとうございました。

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が、

6月12日㈯に佐世保カントリー倶

楽部石盛岳コースで行われまし

た。午前中は少し雨が降っていま

して、できるかどうか不安でした

が、なんとか開催することができました。ありが

とうございました。

「第4回朗遊会」開催のご案内
　日　程／令和3年7月10日㈯

　時　間／スタート11：19〜（集合11：00）

　場　所／佐世保カントリー倶楽部　石盛岳コース

　　　　　TEL	0956-49-5654

　参加費／2,000円

退 会 挨 拶
遠田　公夫

　私事で恐縮ですが、6月末を以

って当クラブを退会いたします。

　1987年入会以来、足掛け35年間、

皆様に大変お世話になりました。

実は、75歳という年齢、残りの人

生の過ごし方、終活は元気なうちに！という、誰

もが直面する課題を熟慮した上での決断です。在

籍中の思い出の数々は記念誌に認
したた

めました。幸い、

今のところは元気いっぱいですので、ゴルフ場や

色々な会合でお目にかかる事もあるかと存じます。

引き続きよろしくお願いいたします。まだまだ続

く厳しい時世ですが、佐世保ロータリークラブの

益々のご隆昌を祈念申し上げ挨拶と致します。長

い間、ありがとうございました。
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慶　　　　祝
出席・例会委員会　小石原健二

○永年会員表彰
　山下　尚登	さん（24年）

○出席100％表彰
　加納洋二郎	さん（23回）、筒井　和彦	さん（6回）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　指山　　立

加納洋二郎	会長、筒井　和彦	さん
　出席100％表彰、ありがとうございました。

加納洋二郎	会長
　70周年記念コンペ、優勝しました。ハンドボー

ル競技以外で初めてです。奇跡です。

遠田　公夫	さん
　35年間、お世話になりました。ロータリーの活動、

趣味の世界、仕事等でお世話になった一人一人の

皆様に心より感謝いたします。

　また、次代を担う若いロータリアンの皆様にも

心からのエールを送ります。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 13,000円

	 累　　計	 902,000円

クラブ協議会
■2020〜21年度会長　加納洋二郎
2020～2021年度クラブ運営報告
　いよいよ最後の二週となりまし

た。クラブ協議会を開催致します。

　2020〜2021年度はコロナに始ま

りコロナに終わる一年間でありました。恐らく近

年では類をみない非常事態の中の活動でありまし

た。例会の年間開催49回で計画致しましたが　最

終的に開催29回、休会20回という結果となりまし

た。世界中のロータリークラブが同様な境遇にあ

ると思いますが、ロータリー活動の根源と言うべ

き“集い”に制限がかかり、運営には苦慮いたし

ました。

　今年度の非常事態時のクラブ対応実績について

は、今後の参考事例としていただくため「クラブ

現況、活動計画および報告書」に後日列記致します。

　例会、諸行事の開催か否かの判断は、常に行政

発信の警戒指標を基本的な基準といたしましたが、

黒木副会長のアドバイスのもと、最終的には理事

会メンバーのご意見を伺いながら都度決定させて

いただきました。度重なる例会中止、懇親会の日時・

場所の変更や中止で、特にクラブ管理運営委員会

の皆さんには、通常活動以上に気苦労が多かった

ことと思います。

　今年度はコロナ感染リスク軽減のため、クラブ

内卓話を実施致しました。関係会員の皆さんには、

日時が定まらずご迷惑をお掛け致しました。それ

ぞれに友情に免じて好意的に協力をいただきまし

た。

　また佐世保クラブ創立70周年の節目として立ち

上げた実行委員会も、限られた行動環境の中で、

佐世保クラブならではの最大限の実力を発揮して

いただいたと思います。皆様の行動とご協力に心

より感謝申し上げます。

　2020〜2021年度RIホルガー・クナーク会長は

「ロータリーは機会の扉を開く」というテーマを掲

げられました。新会員に対する考え方、将来を見

据えた計画性、時代に即した変化対応等に警鐘を

ならしておられます。生憎今年度はスローガンど
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おりに外に向かって扉をたたくことは出来なかっ

たのかもしれませんが、佐世保クラブにとっては、

創立70周年の節目と重なる今年度はむしろ「内な

る扉をたたく」良い機会ではなかったでしょうか。

会長職の指名を受けてこの一年間、前例無き運営

に携わってまいりましたが、私自身大変勉強にも

なり、佐世保クラブが持つ伝統的なすばらしさを

改めて認識した次第です。

　これから、コロナ騒動が嘘のように沈静化し、

また社会の活性化とともにRC活動も盛んになると

思います。その中で　“変えなければならないも

の”“変えてはいけないもの”を常に見据えて、更

にレベルの高い、楽しい佐世保クラブが存続する

ことを期待したいと思います。

　最後になりますが、我がクラブ輩出の第5グルー

プ遠田公夫ガバナー補佐、理事役員と地区出向の

皆さん、70周年実行委員会の皆さん、本当にお疲

れ様でした。そしてすべての会員の皆さんに重ね

て感謝申し上げます。黒木副会長、納所幹事、福

田副幹事、大変ご苦労様でした。ありがとうござ

いました。

■委員会活動報告
　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）浦　　義浩

○プログラム委員会
　（長）坂本　　敏　（副）前田　隆夫

■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

○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）古賀　久貴　（副）溝口　尚則

■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

■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

（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

＊今後の例会予定＊	
6月30日　クラブ協議会

7月 7日　役員交代式並びに第1回例会

 　14日　クラブ協議会

 　21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＊

日時／7月17日㈯　18：30〜

会場／ホテルオークラJRハウステンボス

　　　（地区代表公式訪問例会）


