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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 21 3,424 3

《本　　日》会員数 75 名（出席免除会員 24 名）・出席 55 名・欠席 20 名・ビジター 0 名・出席率 73.33 ％

《 7月 7日》会員数 75 名（出席免除会員 24 名）・出席 61 名・欠席 14 名・メークアップ 0 名・修正出席率 81.33 ％

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　全国的にうっとうしい梅雨
が明け、いよいよ夏本番とな
りました。とんでもなく暑い
日が続き、熱中症警戒アラー
トも発令されています。その
ような中いよいよ東京オリンピックが開会
されます。大会招致決定以降、競技場建設
問題、エンブレム問題に始まり、コロナ対
策等、いろいろと問題視されていますが、
アスリートの皆さんにとっては待ちに待っ
た世界大会です。日本の選手のみならず、
今まで努力してこられたすべてのアスリー
ト、また裏を支えて来られた多くの方々の
努力が、すばらしい大会をつくり上げてく
れるものと思います。東京オリンピック大
会に多くの感動を期待します。
　本日は、クラブ協議会2日目となります。
最後まで、よろしくお願いいたします。
　今日は、この例会に先立ち、臨時理事会
を開催いたしました。その報告をいたしま
す。実はこの例会場についてレオプラザホ
テルさんから8月1日から10月10日までの2
カ月間、長崎県よりコロナワクチンの接種
会場に指定があり、すべてのお客様に対し
て会場使用ができなくなる旨、連絡があり
ました。急な話ではありますが、コロナ対
策とあれば、仕方がないと判断いたします。
そこで、臨時理事会において次のように対
応することといたしました。
　この期間に限り、例会場を鹿子前の「ホ
テル　フラッグス九十九島」に変更いたし

ます。
　また、異例ではありますが、月2回の例会
といたします。詳しくは、幹事の方よりご
説明いたします。
　せっかくこの会場に慣れてきたところで
はあったし、変更後の会場は少々距離があ
るため、会員の皆様には大変ご不便をお掛
けいたします。どうかこの事情をご理解い
ただきますようお願い申しあげます。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

　長崎県より新型コロナワクチン集団接種
会場として、当クラブ例会場であるレオプ
ラザホテルが指定されました。期間は8月1
日より10月10日まで予定されております。
　本日例会に先立ち臨時理事会を開催し、
この期間内の10回の例会について次の通り
決定しましたので、お知らせします。
休会／�8月4日、11日、9月8日、15日、22日、

10月6日
開催／8月18日　第5Gガバナー補佐訪問
　　　　 25日　第2740地区ガバナー公式訪問
　　　9月 1日　通常例会
　　　 　29日　観月例会
　尚、例会場はホテルフラッグス九十九島
を予定しております。
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い
します。
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1．国際ロータリー第2600地区事務所
　桑澤一郎ガバナー事務所
　	 白馬RC会長　榎本　楊右	さん
　�第33回交換学生スキーの集いIN白馬2020
再開のご案内
　開催日／令和4年3月28日〜30日　2泊3日
　費用／38,000円（現地費用）

2．ロータリー囲碁同好会
　（GPFR/Go	Playing	Fellowship	of	Rotarians）
　第2580地区ガバナー事務所内
	 名誉会長　田中　　毅	さん
　　　　　　　　　　　（第2680地区PDG）
	 日本支部長　新藤　信之	さん

（第2750地区PDG）
　�第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内
　日時／2021年10月2日㈯
　　　　9：30 登録受付　10：00 開会式
　　　　16：00 表彰式、記念撮影
　会場／東京市ヶ谷の日本棋院本院1階対局室
　主催／ロータリー囲碁同好会
　共催／第2580 ・2750地区
　　　　ホストクラブ　東京RC
　参加料／7,000円（昼食代、賞品代等含む）
　締切日／9月24日㈮

3．	第2740地区ガバナー	 　塚㟢　　寛	さん
　①�ロータリー地球環境保全フォトコンテ

スト（賞金総額＄3,000）のお知らせ
　　締切／2021年8月31日㈫
　　�応募方法などの詳細は、HPをご参照く
ださい。

　　https://www.rid2820rotary.club/フォトコンテスト
　②�ロータリー地球環境保全プロジェクト
　　�2021-2022年度に、国際ロータリーが

全世界で実施を計画している「ロータ
リー奉仕デー」の一環として、Rotary�
TEAM�JAPANは「地球環境保全プロ
ジェクト」を展開します。

4．ホストクラブ　佐世保南RC
	 会長　山口　嘉浩	さん
　�佐世保市内RC会長幹事　佐世保市長表敬
訪問のご案内
　日時／2021年8月2日㈪　10：00〜10：30
　　　　（5階庁議室）

　集合時間／9：45（時間厳守）
　集合場所／佐世保市役所　1階ロビー
　服装／�クールビズ（ノーネクタイ）です

がジャケット着用

5．	佐世保南RC　佐世保北RC　松浦RC
　�「クラブ現況と活動報告書、前年度活動実
績報告書」が届きました。

委員会報告
■直前会長	 加納洋二郎
　皆さん、こんにちは。
　本日の食事にアップルマン
ゴーのデザートが並んでおり
ますが、これは台南クラブよ
りの贈答品です。
　台湾ではコロナ情勢は比較
的安定しておりましたが、急激に感染悪化
してきたため日本政府がコロナワクチンの
緊急支援を行ったものです。これに対して、
姉妹クラブである台南クラブのAKIRA会長
はじめ、会員総意の感謝の意として送られ
てきました。改めて台南クラブの心遣いに
敬服いたします。じっくりと温かみを味わ
っていただきたいと思います。
　先週末にたくさんのアップルマンゴーが
事務局に届いたため、保管に苦慮しており
ましたが、かねしめ青果さんのご厚意で本
日まで保管でき、おいしいアップルマンゴ
ーを賞味することが出来ました。重ねて感
謝申しあげます。

■職業・社会奉仕委員会	委員長　吉田　英樹
　佐世保市心身障がい児（者）
育成協議会へのご協力のお願
い。
　年会費／1口　100円
　ロータリー会員は10口単位
でお願いします。

■ローターアクト委員会	委員長　指山　　立
　7月17日㈯に第2740地区ローターアクト
窪田杏奈地区代表公式訪問例会が開催され
ました。コロナ禍の影響で昨年11月以来の
例会です。
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　長崎国際大学RAC神山由梨会長から、全5
名の会員はすべて3年生で、存続の危機にあ
り、早急に仲間をつくることがクラブ目標
です、とのことでした。
　佐世保RCからは、菅沼宏比古会長、廣瀬
章博幹事、福田金治さん、福田金吾さん、
安部雅隆さん、指山立の6名が参加しました。

第2740地区ローターアクト地区代表　窪田杏奈 さん

■前年度幹事	 納所　佳民
　本日、7月21日㈬18時半よ
り、佐世保ワシントンホテル
にて、第13回 最終理事・幹
事会が行われます。主な議題
は6月に開催された葵例会の
決算について、2020〜2021年
度決算報告についてとなります。
　本日の最終理事・幹事会で前年度が終了
となります。

ロータリー３分間情報
　会員増強委員会　出端　隆治

連載コミック ポール・ハリスとロータリーより
「ロータリーの原理・原則」
　本日はロータリーの友 5・6
月号に掲載されていました連
載コミックより、入会の浅い
私が改めてロータリーに関し
て気付かされた部分を紹介し

ます。
　この連載では、理論派と実践派の対立を
収め、決議23-34号が生まれた背景と経過が
示されていました。奉仕活動の実践をロー
タリーの使命とする実践派と、奉仕の心の
形成をロータリーの本質とする理論派との
意見の食い違いが生じており、それを収め
るべく1923年に決議された決議23-34号は
まさにロータリーの原理・原則が示されて
おり、この連載の中に「私は私の、君は君
のロータリーを進めるというのでは、ロー
タリーの本質が崩れてしまう。ありとあら
ゆる異なった発想を親睦の内に互いに学び
あうところにその本願がある」とウエスト
バーグ氏の言葉に、私自身ロータリーに対
する気持ちが動かされました。時として団
体奉仕を行う事は大事なことですが、個人1
人ひとりの奉仕の心が醸成され互いに親睦
を図ることから、奉仕の心が地域全体、社
会全体へとつたわり、その地域の特性に合
わせた職業奉仕の実践もまた大事であるこ
とを学びました。まずは例会・行事への積
極的な参加から、自分自身の職業奉仕への
心をもっと学び、多くの会員の皆様との親
睦、交流より勉強させていただくことを、
社業の発展につなげ、地域社会への貢献に
つなげてまいりたいと思います。
　本年、菅沼会長の運営方針の結びに「楽
しくなければこれを実践することはできま
せん」と綴られております。私自身もっと
クラブ活動を楽しめるよう行動してまいり
たいと思います。この本日の機会を頂き、
ロータリーの友や、HP等で色々なことに触
れさせて頂きました。また一つ大きな経験
をさせていただきました事に感謝申しあげ
終わらせていただきます。ありがとうござ
いました。

慶　　　祝
出席委員会　大塚　隆夫

○永年会員表彰
　岡　　英樹�さん（43年）

○出席100％表彰
　松尾　文隆�さん（16回）
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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：中村　真弥　カメラ担当：田村　康弘）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　円田　浩司

岡　　英樹 さん
　永年会員表彰、ありがとうございました。

松尾　文隆 さん
　出席100％表彰、ありがとうございました。

陣内　純英 さん
　土石流の被害を受けた熱海市を支援する
ため、商工会議所、商店街、十八親和銀行
のご協力を得て、熱海の美味しいお土産品
を販売するイベントを開催します。是非ご
来場ください。
　日時／7月24日㈯　11：00〜15：00
　場所／佐世保四ヶ町くっけん広場前
　売上の3割を熱海市の義援金受付口座に寄
付します。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 3,000円
� 累　　計� 70,500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。

■会員増強委員会
委員長　芹野　隆英

○会員増強・職業分類委員会
　（長）松尾　慶一
　（副）出端　隆治
○ロータリー情報・文献記録・
　雑誌委員会
　（長）草津　栄良
　（副）萩原多恵士

■公共イメージ委員会
委員長　安福　竜介

○クラブ会報・広報委員会
　（長）池田　真秀
　（副）松本　祐明

■ロータリー財団委員会
委員長　中川　知之

○財団・米山・補助金委員会
　（長）有薗　良太
　（副）西田　勝彦

＊今後の例会予定＊�
7月28日　新会員卓話　田村　康弘�さん
　　　　 （㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長）
8月 4日　休会
 　11日　休会
 　18日　山本規仁第5グループガバナー補佐
 　　　　訪問クラブ協議会
 　25日　塚㟢　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＊
未定

＊�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。


