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2021～2022年度 テーマ SERVE TO CHANGE LIVES　̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
2021～2022年度 R.I.会長 シェカール・メータ （カルカッターマハナガルRC／インド・西ベンガル州）

会　長：菅沼宏比古　　　　幹　事：廣瀬　章博
事務所：佐世保市島瀬町10-12  十八親和銀行 佐世保本店内 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　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　3 7 14 3,423 2

《本　　日》会員数 75 名（出席免除会員 24 名）・出席 57 名・欠席 18 名・ビジター 0 名・出席率 76.00 ％

《 6月30日》会員数 76 名（出席免除会員 26 名）・出席 56 名・欠席 20 名・メークアップ 0 名・修正出席率 73.68 ％

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　先日の役員交代式及び第1回
例会には、多数の会員の皆さ
んにご出席いただき、ありが
とうございました。無事に今
年度がスタートできました。
　さて、天候不順が当たり前になり、全国
で大雨による増水、がけ崩れなど大きな災
害が発生しています。特に熱海での土石流
被害は、あまりに甚大で心が痛みます。亡
くなられた方、行方不明の方、自宅が流さ
れた方など、被害に遭われた方に、心から
ご冥福をお祈りし、お見舞い申し上げる次
第です。また、九州でも鹿児島県、熊本県
で大雨による被害があり、いつ佐世保で起
こってもおかしくない、まさに想定外では
済まない状況です。
　私は学校を運営していく上で、子どもた
ちの命を守ることを最優先に考えています。
奇しくも本校は地域の避難所に指定されて
おり、責任もあります。「備えあれば憂いな
し」を肝に銘じて生活することが大事だと
思います。皆さんも備えを今一度考えては
いかがでしょうか。
　現在コロナワクチン接種も進んでいます
が、感染はまだまだ心配なところです。心
の備えをし、日々過ごしていただきたいと
思います。
　本日は、クラブ協議会となっております。
よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．国際ロータリー日本事務局
　�加納洋二郎�さん　ポール・ハリス・フェ
ロー認証ピン贈呈　レベル1

2．日本のロータリー100周年実行委員会
　ビジョン策定委員会
　委員長　第1地域　RID2840�PGD
　　　　　本田　博己�さん（前橋）
　委　員　第2地域　RID2620�PDG
　　　　　志田　洪顯�さん（静岡）
　委　員　第3地域　RID2680�PDG
　　　　　大室　　 �さん（宝塚武庫川）
　�「日本のロータリー100周年ビジョンレポ
ート2020（本編）」をお届けします。
　�ご入用の方は事務局までお申し出くださ
い。メールでお送りいたします。P61
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3．�公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
� 理事長　齋藤　直美�さん�
　�2021-22年度上期普通寄付金のお願い

4．�第2740地区� ガバナー　塚㟢　　寛�さん
� インターアクト委員長　長戸　和光�さん�
　�2021-22年度インターアクト活動認定証の
ご案内
　①インターアクトクラブ活動認定証申込書
　②�インターアクトクラブ活動認定証申請

基準と申請項目
　③�インターアクトクラブ活動認定制度設
立趣意書案

　④インターアクトクラブ活動認定証活用例
　　締切／2021年11月30日㈫まで

5．地区会計長� 岡村　展成�さん
　�2021-22年度 地区資金（前期分）送金の
お願い
　送金期限／2021年7月26日㈪

6．地区米山奨学委員長� 松田　洋一�さん
　�米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用のお
願い
　出前卓話は、9月21日〜11月末日を実施予定
　申込書を8月10日㈫まで

7．直前ガバナー事務所
　�地区大会　RI会長代理　鈴木一作様より　
各クラブ1部冊子寄贈
　①GUY�Gundakerから学ぶロータリー
　②会員増強物語
　③会員維持増強物語

朗遊会より
　米倉洋一郎

「第1回朗遊会」開催のご案内と
朗遊会入会のご案内
　日　程／8月28日㈯
　時　間／集合 8：30
　　　　　スタート 9：00
　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
　ゴルフを通じて会員相互の親睦と健康増
進を図ることを目的とする『朗遊会』の本
年度の入会希望をお尋ねしたいと思います。
皆様に楽しんでいただけるよう運営に努め
ますので、一人でも多くの方のご入会、並
びにご継続をよろしくお願いいたします。
　年会費／12,000円
　　　　　（2021年7月〜2022年6月）
　入会希望の方は、8月18日㈬例会までに、
朗遊会幹事へ申込書のご提出をお願いいた
します。

慶　　　祝
親睦活動委員会　田村　康弘

○今月の誕生祝い
　松本　英介�さん（ 1日）
　田中丸善弥�さん（ 4日）
　中村　徳裕�さん（ 6日）
　福田　金吾�さん（15日）
　立花　秀樹�さん（15日）
　廣瀬　章博�さん（17日）
　木村　公康�さん（27日）
　池田　真秀�さん（28日）
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ニコニコボックス
親睦活動委員会　委員長　古賀　久貴

田中丸善弥�さん、中村　徳裕�さん
福田　金吾�さん、廣瀬　章博�さん
木村　公康�さん
　誕生月のお祝い、ありがとうございます。

芹野　隆英�さん
　長崎県のコロナステージが1に下がり、県
民の方が県内に宿泊すると、割引きになる
キャンペーンが、明日から佐世保も始まり
ます。どうぞよろしくお願いします。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 6,000円
� 累　　計� 67,500円

クラブ協議会

■クラブ管理・運営委員会
� 委員長　坂本　　敏
　こんにちは。クラブ管理・
運営委員長を拝命し、3委員
会を担当させていただきます
坂本敏です。1年間よろしく
お願いします。
　まず、親睦活動委員会から発表します。
委員長に古賀久貴さん、菅沼会長からたっ
ての希望で委員長になられたと聞いており
ます。そのかいあってか委員長を受けられ
た時からすでに忘年家族会の出し物をもう
すでに考えられていると聞いています。お
手伝い出来るときがあればなんでもお申し
付けてください。副委員長に内海暢邦さん、
委員には円田浩司さん、船越温さん、山口

健二さん、水元誠太さん、田村康弘さん、
永瀬徳豊さん、大塚隆夫さんで委員会活動
を行ってもらいます。（私よりはるかに頼り
になるメンバーの方なので、全て聞いてみ
てください。）
　行事予定は、9月に観月例会の懇親会、新
会員の歓迎会、おたのしみの忘年家族会、
長寿祈願祭の懇親会、観桜例会懇親会とあ
り、多くのご参加を望み親睦を深めたいと
思います。
　続きまして出席例会委員会、委員長に坂
根毅さん、副委員長に中島顕さん、委員に
長野哲也さん、中村真弥さん、永瀬徳豊さん、
大塚隆夫さん、立花秀樹さん。
　行事予定はガバナー補佐、ガバナー公式
訪問、観月例会、年次総会、創立記念日例会、
観桜例会、クラブ協議会となります。（少数
精鋭でありますが、安全性が高い、出席し
やすい例会を構築してまいります。）
　最後になりますがプログラム委員会 委員
長に大久保利博さん、副委員長に陣内純英
さん、委員に富永雅弘さん、山口健二さん、
平尾幸一さんとベテラン揃いで、何の心配
もしていない委員会です。先日もプログラ
ム委員長をしておりましたので、引き継ぎ
をしようと資料を渡したら、逆に卓話候補
者の資料を渡され、私が渡した資料よりも8
倍ほどの人選された資料を渡された時は安
心しました。これで外部講師を呼ぶ環境を
整え、以前のような例会になればと望みま
す。
　もし、外部講師を呼べない時もリモート
などいつ何時にも対応できる委員会運営を
目指します。
　以上にて3委員会の発表となりますが、例
年通りの例会、懇親会が開催できることを
祈り、会員皆様が安全で楽しく参加できる
ように努めてまいりますので、1年間ご協力
をお願いし、発表に代えさせていただきま
す。
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■奉仕プロジェクト委員会
� 委員長　筒井　和彦
　本委員会は「職業・社会奉
仕委員会」と「国際奉仕・姉
妹クラブ委員会」の2つの委
員会から構成されておりま
す。
　このうち「職業・社会奉仕委員会」は
　𠮷田　英樹委員長、溝口　尚則副委員長
　委員　岡　　英樹さん、大神　邦明さん
　　　　下田　弥吉さん、河原　忠徳さん
　　　　船越　温さん
　の7名で構成されております。
　「国際奉仕・姉妹クラブ委員会」は
　大神　吉史委員長、納所　佳民副委員長
　委員　福田　金治さん、玉野　哲雄さん
　　　　梅村　良輔さん、田中丸善弥さん
　　　　黒木　政純さん、安部　雅隆さん
　の8名で構成されております。
　各委員会の具体的な活動予定としまして
は、「職業・社会奉仕委員会」では、まず今
月7月にパールシーリゾートでの「ビーチク
リーンアップ」が予定されていましたが、
これが既に中止となってしまいました。
　このほかといたしまして、適切な時期を
みましての「職場訪問」、来年6月度に「市
民大清掃/空き缶回収キャンペーン」への参
加などが予定されております。
　一方「国際奉仕・姉妹クラブ委員会」に
おきましては、主に「姉妹クラブであるラ
ホヤロータリー／台南ロータリーとの国際
交流・親睦活動」を担って参ります。
　特に今年度は、①台南ロータリーとの3年
に1度の姉妹締結の時期に該当し、②来年4
月にはラホヤロータリーが創立75周年を迎
えられるとお伺いしておりますので、これ
に係る活動も予定されております。
　ここまでが「通常の状態」を前提とした
事業計画の報告となりますが、ビーチクリー
ンアップが既に中止になるなど、コロナの
影響で、いずれの計画も十分に実行できる
かどうか見通せない状況にあります。
　そこで𠮷田委員長・大神委員長に対しま

しては、従来からの活動は重視しつつも「“奉
仕”をキーワードとした何か新しい展開」
ができないか、について検討をお願いして
おります。
　また、私自身も無い知恵を絞ってみまし
た。たまたまですが、今年度の本委員会に
は「弁護士」と「税理士」が在籍しており
ます。
　そこで仮に「職場訪問」が困難となりま
した場合は「無料法律相談会」「無料税務相
談会」をやってみるのはどうか？
　これは委員会内の継続協議として温めて
おこうと思っております。
　いずれにしましても、何か良いアイデア
を得ましたら、適宜、理事会・例会に諮っ
ていきたいと考えております。
　1年間、よろしくお願いいたします。

「活動計画書訂正のお知らせ」
P26　国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　　　行事予定　1月　1月ラホヤRC
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　1月　台南RC姉妹締結更新

■青少年奉仕委員会� 委員長　福田　金吾
　青少年奉仕委員会は、下記
ローターアクト委員会とイン
ターアクト・青少年活動委員
会の2委員会で構成されてお
ります。それぞれの今年度の
活動計画等についてご説明いたします。

①ローターアクト委員会
◆�詳細はクラブ現況、活動計画および報告
書P27を参照
　主に長崎国際大学ローターアクトクラブ
の活動と連動してまいります。
　毎月第2、第4火曜の例会、その中である
いは別途季節に応じ趣向をこらしたイベン
トも企画されておりますが、ご存じのとお
りここ2年ほどは新型コロナ感染症により、
満足な形での活動が実施できておりません。
しかしながら秋・冬・その先に向けてワク
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クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・水元　誠太
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　田村　康弘・中村　真弥

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：水元　誠太）

＊今後の例会予定＊�

7月21日　クラブ協議会

 　28日　新会員卓話　田村　康弘�さん

8月 4日　新会員卓話　中村　真也�さん

 　11日　会員卓話　井上　斉爾�さん

 　18日　山本則仁第5グループガバナー補佐

 　　　　訪問クラブ協議会

 　25日　塚崎　寛ガバナー公式訪問

＊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＊

日時／7月20日㈫　18：30〜
会場／長崎国際大学

＊�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。

チン接種の進捗、並行して国内状況が改善
すれば、今期の早い段階から以前のような
活発な活動が再開できるものと思われます。

②インターアクト・青少年活動委員会
◆�詳細はクラブ現況、活動計画および報告
書P28を参照
　今期も、西海学園インターアクトクラブ
との連携、佐世保学園において開催される
「社会を明るくする運動」の意見発表会への
参加が主な事業予定となります。
　インターアクトもローターアクト同様、
新型コロナ感染症により、満足な活動が実
施できておりません。現在例会も、来校者
の制限のため生徒に参加者を絞って行って
いらっしゃいます。
　また、定期的に活動されていました交通
遺児支援の街頭募金も休止しており、市内
の陽性者状況が落ち着けば再開されるとご
報告を受けております。その折にはご案内
させていただきます。
　以上、2委員会で活動してまいります。
ロータリーの例会同様、ローターアクト、
インターアクトともに活動の在り方に大変
苦労しておりますが、佐世保ロータリーク
ラブとして、提唱ロータリークラブとして、
精一杯サポートしてまいりたいと思います。
あらためて会員皆さまのご協力をよろしく
お願いいたします。


