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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
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　3 6 30 3,421 29

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。年度最後の

例会を開催致します。

　コロナ禍は相変わらず、この佐

世保地区において一進一退の中、

少し強行ではありましたが、二週

にわたるクラブ協議会を開催いたしました。コロ

ナで始まりコロナで終わる一年となってしまいま

したが、全会員が大過なく、また本日は多くの出

席者でこのように最終例会を迎えられることが出

来、本当に良かったと思います。

　まもなく始まるオリンピックに関しても、開催

のあり方がいまだに検討されているようですが、

開催主催者のご苦労をなにかと身に染みて感じま

す。

　ところで　実はこの佐世保にもオリンピック選

手がやってきます。スペインの男子ハンドボール

チームが、これまでの佐世保市の誘致活動に応え

て来訪するものです。コロナ禍において、当初の

予定を大きく縮小し、一般人との接点を極力制限

しての短期合宿となりますが、これまでの佐世保

市の誘致活動が実ったものと思っております。

　選手団は毎日PCR検査を行いながら合宿を行う

ことになりますが、この検査を多分長崎国際大学

さんにお願いすることになると思います。佐世保

RCの創立70周年記念事業の一つ、PCR検査機器設

備の寄贈が、ここでオリンピックへの貢献にもつ

ながると思うと、周年事業に一つ花がそえられた

気が致します。

　いよいよ最後になりますが、会員の皆さんには

それぞれの立場で役割をこなしていただき、また

有事の際にいろいろな助言をいただいて、お陰様

で一年間を何とか全うすることが出来ました。

　本当に得難い経験をさせていただきました。そ

して会長職を常に支えてくださった黒木副会長、　

納所幹事、福田副幹事に改めて感謝申し上げます。

一年間大変ご苦労様でした。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．「ロータリーの友」	所長・理事　渡辺　誠二	さん
　100年史　有料販売のお知らせ
　全クラブへの贈呈1冊は2021年7月末の発送予定

2．第2740地区ガバナーエレクト	 塚㟢　　寛	さん
　ガバナー事務所開設のお知らせ
　2011年7月1日㈭より

　�長崎市宝町2-26（ザ・ホテル長崎BWプレミアコ

レクション内）TEL�095-895-5330

　メールアドレス�ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp

　執務時間／10：00〜17：00（月、水、木、金曜日）

　事務局長／髙田昌一郎�さん

　副事務局長／増田　直実�さん

　事務局員／山本　倫代�さん

3．地区大会実行委員長	 植松　俊徳	さん
　地区大会事務局開設のご案内

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 26 名）・出席 56 名・欠席 20 名・ビジター 0 名・出席率 73.68 ％

《 6月16日》会員数 77 名（出席免除会員 25 名）・出席 57 名・欠席 21 名・メークアップ 0 名・修正出席率 74.03 ％
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　2021年7月1日㈭より

　�長崎市宝町2-26（ザ・ホテル長崎BWプレミアコ

レクション内）

　メールアドレス�tukasaki_tikutaikai@ninus.ocn.ne.jp

　執務時間／10：00〜17：00（月、水、木、金曜日）

　事務局長／髙田昌一郎�さん

　副事務局長／増田　直実�さん

　事務局員／濱添なおみ�さん

4．佐世保南RC	 幹事　野田　大介	さん
　クラブメールアドレス変更のお知らせ
　d6g_571218@ssrc14964.jp

5．佐世保東南RC
	 2021-22年度　幹事　高比良耕一	さん
　「クラブ現況と活動計画書　前年度活動実績報告

書」が届きました。

6．RA地区	 代表　板山　航太	さん
　RA地区年次大会お礼状が届きました。

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
　創立70周年記念行事及び記念事業報告
　1年以上前から70周年記念行事

準備委員会を立ち上げ、計画を始

めましたが、コロナ禍の影響で記

念式典及び祝賀会の中止、物故会

員慰霊祭は、理事役員とその関係

者のみで行うという判断をいたしました。

　事業としては長崎国際大学PCRセンターに医療

器具を寄贈。

　佐世保市保健所コロナ対策チームへ、スタッフ

ジャンパー50着、防寒着15着、屋外用暖房機3台を

寄贈。

　青少年育成事業として、西海学園にマリンバと

フルートを寄贈しました。

　社会貢献事業として、海洋プラスチックゴミ問

題を取り上げ、6月3日に佐世保市の観光の拠点で

ある九十九島の島に渡り、島の清掃活動を22名の

参加で行いました。

　会員に対しては非接触型体温計と特製帽子を製

作し、全会員に記念品として配布しました。また、

6月19日には70周年記念ゴルフ大会を33名の参加

者で開催することができました。

　コロナ禍で制限の多い中、会員の皆様のご理解

とご協力で意義ある創立70周年記念行事と事業を

行うことができました。

　ありがとうございました。

■次年度副幹事	 谷川　辰巳
　次回例会は、7月7日㈬12：30〜

役員交代式、その後、第1回例会

となります。

朗遊会より
朗遊会幹事　坂元　　崇

　「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

慶　　　　祝
出席・例会委員会　谷川　辰巳

○今年度ホームクラブ出席100％表彰
　加納洋二郎�会長、福田　金吾�副幹事

　井上　斉爾�さん、米倉洋一郎�さん

　増本　一也�さん、髙田　俊夫�さん

　芹野　隆英�さん、坂元　　崇�さん

　廣瀬　章博�さん、中島　　顕�さん

　内海　暢邦�さん
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	 親睦活動委員会　松本　祐明
○結婚記念月のお祝い
　富永　雅弘・美智子�さん�ご夫妻（18日）

　永瀬　徳豊・恵子　�さん�ご夫妻（25日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　大神　吉史

富永　雅弘	さん、永瀬　徳豊	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。

円田　浩司	さん
　4月に他界しました父の葬儀に際しましては、弔

辞をいただいた加納会長はじめ、多くの会員の皆

様にご参列いただき、また、たくさんのお志を頂

戴し、誠にありがとうございました。

　おかげ様で先日、四十九日の法要と納骨を無事

に済ませました。

　55年という半生以上の長きにわたり、佐世保RC

ならびに会員の皆様には大変お世話になりました。

　心から御礼申し上げます。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金吾	副幹事
　コロナ禍における例会運営となり、何かとご不

便をおかけいたしましたが、1年間ご協力、誠にあ

りがとうございました。

佐々木秀也	さん、黒木　政純	さん
　加納会長、納所幹事、福田副幹事、1年間大変お

疲れ様でした。

長島　　正	さん、橘髙　克和	さん
増本　一也	さん
　加納会長、納所幹事、福田副幹事、1年間大変お

疲れ様でした。

　コロナのお陰で、手腕を発揮出来ない日数で、

ご不満だったことと思います。

※�3,000円ずつニコニコしました。“サンゼンエン”

と輝く、加納会長の為に！！

奉仕プロジェクト委員会委員長　池田　真秀	さん
職業・社会奉仕委員会委員長　松尾　　貴	さん
国際奉仕・姉妹クラブ委員会委員長　古賀　久貴	さん
　残念ながら、何も活動が出来ませんでしたが、�

1年間ありがとうございました。

青少年奉仕委員会委員長　廣瀬　章博	さん
ローターアクト委員会委員長　中村　徳裕	さん
インターアクト・青少年活動委員会委員長　吉田　英樹	さん
　1年間、ご協力ありがとうございました。

公共イメージ委員会委員長　円田　浩司	さん
クラブ会報・広報委員会委員長　大久保利博	さん
　1年間、大変お世話になりました。今後ともよろ

しくお願いします。

ロータリー	財団委員会委員長　松尾　文隆	さん
財団・米山・補助金委員会委員長　芹野　隆英	さん
　1年間、大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。

クラブ管理運営委員会委員長　坂元　　崇	さん
親睦活動委員会委員長　大神　吉史	さん
出席・例会委員会委員長　谷川　辰巳	さん
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プログラム委員会委員長　坂本　　敏	さん
　1年間、大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 40,000円

� 累　　計� 942,000円

クラブ協議会
■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。

■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

■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

■事務局だより

　理事・役員、会員の皆様、一年間大変お世話に

なりました。

（今週の担当：陣内　純英　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

＊今後の例会予定＊�
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＊

窪田杏奈地区代表（長崎RAC）公式訪問例会

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

＊�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。


