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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　4 1 12 3,435 14

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、明けましておめで
とうございます。それぞれ新
年を健やかに迎えられたこと
と思います。本年もよろしく
お願いいたします。
　年が明け、さっそくコロナの感染状況が
オミクロン株により、一変しそうな状況に
なり、あらためてご報告いたしますが、様々
変更せざる負えないことになりそうです。
新年早々皆様には、またご不便をお掛けす
ることになりそうです。年末の状況がその
まま続くと思っておりましたが、そう甘く
はありませんでした。皆様から頂いた年賀
状では、温かい激励の言葉をいただき、た
いへん嬉しく、また、期待に応えられるよ
うにあと半年頑張っていく所存です。
　それでは、本日は、クラブ協議会となっ
ております。各委員長さんよろしくお願い
いたします。
　ここで、本日行いました理事会のご報告
をいたします。

〔理事会報告〕
○有薗良太さんより退会届け提出について
○忘年家族会決算について
○長寿祈願祭並びに祝賀会について
　→祝賀会中止
○創立記念日例会について
○上期決算について

○2月以降の例会について
　→�レオプラザホテルから花みずきに会場
移動

○2月例会プログラムについて
○台南RC姉妹クラブ締結延長について
○名誉会員交代により推戴について
　海上自衛隊佐世保地方総監
� 西　　成人�様
　陸上自衛隊水陸機動団長兼相浦駐屯地司令
� 梨木　信吾�様

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2022年1月のロータリーレートは、
　1ドル＝115円です。

2．RI日本事務局　財団室
　NEWS　2022年1月号

3．塚㟢　　寛ガバナー 他
　年賀状が届いております。

4．第2740地区公共イメージ地区委員長
	 原田　　徹	さん
　�地区公式ホームページへの奉仕事例の投
稿依頼・方法

《本　　日》会員数 75 名（出席免除会員 26 名）・出席 50 名・欠席 26 名・ビジター 0 名・出席率 66.66 ％

《12月15日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 50 名・欠席 26 名・メークアップ 0 名・修正出席率 81.97 ％
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5．第2740地区RLI推進委員会
	 委員長　吉岡　義治	さん
　�今年度より、本格的にRLI研修（ロータ
リーリーダーシップ研究会研修）を開催
　RLI事前研修会
　対象者／�ガバナー補佐エレクト、クラブ

会長エレクト
　開催方法／オンラインZoomにて
　日時／�令和4年1月23日㈰ 13：00より入室

可能
　内容／�RLI研修説明・ファシリテーショ

ンによるセッション

6．第2620地区ガバナー	 小林聰一郎	さん
　�RI会長杯ワールドゴルフ大会参加人数に
ついて
　�参加者がいらっしゃるクラブは2022年1月
28日㈮までに返信

7．第2740地区会計長	 岡村　展成	さん
　�2021-2022年度地区資金（後期分）送金の
お願い

8．地区RA委員会	 委員長　髙松　茂信	さん
　第2740地区RA地区代表	 窪田　杏奈	さん
　長崎RAC会長	 鐘ヶ江紗世	さん
　第39回地区年次大会実行委員長
	 野口　生太	さん
　第2740地区ローターアクト
　第39回地区年次大会仮登録のご案内
　開催日時／2022年3月12日㈯〜3月13日㈰
　開催場所／i+Land�nagasaki
　　　　　　（アイランド�ナガサキ）
　開催方法／日程現地開催
　詳細は佐世保RC事務局へお尋ねくださ
い。

9．陸上自衛隊水陸機動団兼相浦駐屯地司令
	 平田　隆則	様
　退官のごあいさつ
　陸上自衛隊水陸機動団兼相浦駐屯地司令
	 梨木　信吾	様
　赴任のごあいさつ

委員会報告
■親睦活動委員会	 委員長　古賀　久貴
　長寿祈願祭祝賀会につきま
して、先程会長よりご報告が
ありました通り、コロナの事
を考え、中止とさせて頂きま
さす。本日欠席の会員の方も
いらっしゃいますので、あらためてFAXに
てご連絡させて頂きますので、よろしくお
願いいたします。

クラブ協議会

■会長　菅沼宏比古

■クラブ管理運営委員会
　委員長　坂本　　敏
　明けましておめでとうござ
います。今年も一年よろしく
お願い申し上げます。
　まず、出席例会委員会から上期報告7月の
役員交代式から始まり、委員長におかれま
しては司会もこなされ無事に7月の例会が4
回終わりましたが、8月、9月は無し、10月
も2回と、コロナの影響が出ました。途中で
例会場変更にも素早く対応していただき例
会運営も上手くいったと思われます。11月、
12月はほぼ通常通り行われ、上期は終了し
ました。1月まではこの会場を使い、2月か
らは会場が変わりますので対応をお願いし
ます。委員会メンバーの方が早く慣れるこ
とを期待しております。
　続きまして、親睦活動委員会の上期報告。
� 7月 7日� 役員交代式
� 9月29日� 観月例会中止
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� 11月10日� 新会員歓迎懇親会54名参加
� � �久しぶりの懇親会で心配はし

ましたが無事終わりました。
� � �会計面ではビールの飲み残し

が気になりました。
� 12月11日� 忘年家族会105名参加
� � �わたくしの感想は大変盛り上

がったと、メンバーの円田浩
司さんには汗ビショビショに
なりながら頑張っていただき
感謝しております。委員会メ
ンバーの出し物もそこそこよ
かったと思います。

　下期には1月26日長寿祈願祭、祝賀会は中
止、3月23日観桜例会を予定しております。
開催できるのをただただ祈るのみです。
　プログラム委員会の上期報告
　コロナの影響で卓話をなかなか開催でき
ず、大久保委員長にはご苦労が多かったと
思います。11月からは新会員の方、メンバ
ーの方の卓話を開催、来年からは外部講師
の方を呼ぼうと考えていましたが、コロナ
第6波、例会場変更など、またまた大久保委
員長を悩ませる課題がありますので、委員
会メンバーの協力を得て乗り切る所存です。

【親睦活動委員会】
�　（長）古賀　久貴　（副）内海　暢邦
　委員／�円田　浩司、船越　　温
　　　　山口　健二、永瀬　徳豊
　　　　大塚　隆夫、庭木　香充
　　　　船場　昭裕、鈴木　清輝
　　　　水元　誠太（退）、田村　康弘（退）
　［上期事業報告］
� 7月7日� �役員交代式
　　　　　　（会場：レオプラザホテル佐世保）
� 9月29日� �観月例会　コロナ感染を避け

るため中止
　　　　　　月見饅頭を会員会社へ配達
� 11月10日� �新会員歓迎懇親会
　　　　　　�（会場：ホテルフラッグス九十九島）

54名参加
� 12月11日� �忘年家族会

　　　　　　�（会場：ホテルオークラJRハウステンボス）
105名参加

　［下期事業計画］
� 1月26日� �長寿祈願祭並びに祝賀会
　　　　　　（会場：ホテルフラッグス九十九島）
� 3月23日� �観桜例会
　　　　　　（会場：ホテルオークラJRハウステンボス）

【出席例会委員会】
�　（長）坂根　　毅　（副）中島　　顕
　委員／長野　哲也、中村　真弥
　　　　永瀬　徳豊、大塚　隆夫
　　　　立花　秀樹、岩崎　正俊
　　　　庭木　香充
　［上期事業報告］
　7月の開催：7日、14日、21日、28日
　　　　　　 7日　役員交代式
　8月、9月の開催：�無し（コロナ予防のた

め）、観月例会無し
　10月の開催：13日、27日
　11月の開催：10日、17日、24日
　　　　　　　10日　�新会員懇親会
　　　　　　　　　　（ホテルフラッグス九十九島）
　12月の開催：1日、8日、15日、22日
　　　　　　　11日　�忘年家族会
　　　　　　　　　　（ホテルオークラJRハウステンボス）
　例会の開催場所：レオプラザホテル（8月
〜11月はコロナワクチン接種会場でフラッ
グスに変更）
今後への引き継ぎ事項
①�新規会員は出席委員会に配属されるが、
ある日突然の増員で、出席委員の仕事内
容の説明等はできていない。説明のマニ
ュアル等も無い（と認識している）。
②�出席・親睦で管理しているニコニコで、
登録漏れがたまに発生する。
③�例会場を数ヶ月間変更した。旗、スロー
ガン、鐘、エレクトーン及び台と椅子、
会員の名札、誕生日・結婚記念の花・カ
ード、PC、カメラなどを個人の車で移動。
大物は持たず。�
④�出席率の計算が合わないとの問い合わせ
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が事務局よりあった。
　当日の計算も、週報の計算も、どちらも
提示された「ルール」に沿っていなかった。

　［下期事業計画］
�①例会準備・出席者の登録
　例会場の準備と片付けを行う。また、受
付にて出席者の記録、出席率の発表を行う。
②方針
　従来の出席、ニコニコの管理には以下の
問題があった。�
　⑴�記録間違い（委員が見逃したり、見間

違えて、間違った記録をする。多忙で
記録漏れを発生。）

　⑵�ニコニコの発表でフルネーム発表に苦
労があった。

　⑶�顔・名前の登録で苦労するため、受付
係が多人数必要。

　⑷�出席率の計算式が複雑であり、機敏に
対応できていない。

　今後の出席、ニコニコの管理は、名札の
裏に貼ったQRコードとウェブサイトを活用
していく。
③�出席、ニコニコの管理をウェブ化してい
く目的
　コロナ問題が強まった場合にも、人数減
で対応可能。間違いも起こしにくい。
　受付人数の削減により、新入会員が既存
会員と会話する時間を作る。経済的な効果
を期待。

【プログラム委員会】
　（長）大久保利博　（副）陣内　純英
　委員／平尾　幸一、山口　健二
　　　　富永　雅弘（退）
　［上期事業報告］
　10月までコロナによる例会休会、短縮、　
会場の変更など様々な状況の上半期であっ
た。その為に外部講師による卓話依頼は不
可能であったため、11月は新会員の卓話で、
柔軟に乗り越えることができました。

［下期事業計画］
　12月以降通常の例会開催の予定であれば、
外部講師による卓話を依頼したいと思いま
す。
　しかし、まだコロナの第6波が予想されて
おり、柔軟な対応を迫られることになりか
ねないので、早めの情報獲得と、行動をと
っていかねばいけないと思います。
　坂本大委員長、プログラム各委員の協力
を得て乗り切る所存です。

■奉仕プロジェクト委員会
　委員長　筒井　和彦

【職業・社会奉仕委員会】
　（長）吉田　英樹　（副）溝口　尚則
　委員／岡　　英樹、大神　邦明
　　　　下田　弥吉、河原　忠徳
　　　　船越　　温
　［上期事業報告］
◦�令和3年度佐世保市心身障がい児（者）育
成協議会　入会8名8,000円
◦�国際ロータリー第2740地区職業奉仕委員
会セミナー�
　日時／�令和3年9月11日　ズーム参加のみ　

申込者5名
◦��長崎県共同募金運動へ募金　10,000円
　�なお、令和3年7月に予定されていました
ビーチクリーンアップはコロナ禍のため
中止となりました。

　［下期事業計画］
◦�令和4年1月� 職業奉仕月間卓話
◦�同年5月� 職場訪問
◦�同年6月� 空き缶回収キャンペーン

【国際奉仕・姉妹クラブ委員会】
�（長）大神　吉史�（副）納所　佳民
� 福田　金治� 玉野　哲雄
� 梅村　良輔� 田中丸善弥
� 黒木　政純� 安部　雅隆
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　［上期事業報告］
　当委員会において7月、10月に委員会を予
定しておりましたが�計画通りの委員会を開
催することができませんでした。申し訳あ
りません。

　［下期事業計画］
　今後、1月に台南RCとの姉妹締結更新月
となっておりまして、近況を鑑み菅沼会長
からのご要望もあり締結更新を文書にて発
送しあう方法で進めております。
　なお、3月に委員会を計画しておりますの
で、筒井委員長とともに「国際奉仕・姉妹
クラブ委員会」として活動できることを委
員と進めたいと思います。
　また、4月にはラホヤRC創立75周年の年
となっておりますが、現状は連絡をいただ
いておりません。よって、報告等があり次第、
筒井委員長を通じて理事会へご相談したい
と思います。

■青少年奉仕委員会
　委員長　福田　金吾

【ローターアクト委員会】
　（長）指山　　立　（副）松尾　　貴
　委員／松尾　文隆、立花　秀樹
　　　　岩崎　正俊
　［上期事業報告］
�7月17日㈯� �地区代表公式訪問例会（ホテ

ルオークラ）　5名参加
�10月20日㈫� �オンライン会議「今後の活動

について」　2名参加
�11月16日㈫� �オンライン会議「今後の活動

について」　2名参加
�11月27日㈯� �2740地区2021〜2022年度地区

大会へのRACメンバーの引率
� �（出島メッセ長崎）　3名参加
　比較的新型コロナウイルスが落ち着いて
いた7月には地区代表をお迎えしての例会を
開催しましたが、その後は再び感染が拡大
し思うような活動はできなかった。オンラ

イン会議に切り替えての会議のテーマは主
に直面している会員減少につて、今後どの
ように対応していくかについての話であっ
た。現在の会員が全て大学3年生ということ
で、来年が勝負の年であるが、入学式など
が対面で開催されなかった場合にどのよう
に勧誘していくかが課題である。11月に行
われた地区大会にはローターアクト会長の
神山会長と共に大会に参加することができ
ました。往復の車内での神山会長との会話
の中でも拡大について話すことができ有意
義な時間となった。

　［下期事業計画］
� 12月� �クリスマス例会（新型コロナウイル

スの影響を踏まえ開催の有無を協議
中）

� 1月� �地区合同インターシティーミーティ
ング

� 2月� 定期試験・春季休業のため休会予定
� 3月� 春季休業のため休会予定
� 4月� 新入生向けRAC説明会
� � 地区合同研修会　新入生歓迎会
� 5月� 特別卓話　活動内容会議
� 6月� 地区年次大会　特別卓話
� � 役員交代式
①�ローターアクト活動を通じて、ロータリ
ー精神の青少年育成の目的を理解してい
ただく。
②�長崎国際大学ローターアクトクラブの例
会をはじめとする活動を支援する。
　�特に、会員数拡大の支援には努めていき
たいと考える。
③�地区事業など、人々と交流することを目
的に、ローターアクト活動に参加する。
④�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、2020年以降、長崎国際大学ロー
ターアクトクラブの例会も通常通りに開
催できておらず、加えて新入生勧誘活動
等予定した活動が思うように実施できな
い状況にある。2月、3月は休会となるが、
4月以降は新入生が入ってくる入学式もあ
りますので（新型コロナウイルスの感染
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状況による）クラブの存続を第一に考え
会員拡大に注力していきたい。

【インターアクト・青少年活動委員会】
　（長）坂元　　崇　（副）長野　哲也
　委員／�田中丸善保、石井　正剛
　　　　髙田　俊夫、小石原健二
　［上期事業報告］
①西海学園インターアクトクラブ
　本年度前期は、新型コロナウイルスの影
響で学校規定により部外者の立ち入りが制
限され、例会への参加ができませんでした。
（例会は、行っているとの事）
◦インターアクトの外部活動として
　11月14日㈯� �14時〜　佐世保市交通遺児

支援募金活動　場所：島瀬
公園前

　12月4日㈯� �14時〜�歳末助け合い募金活
動　場所：島瀬公園前

　12月11日㈯� �14時〜�佐世保市交通遺児支
援募金活動�場所：十八親和
銀行前

　12月20日㈯� �佐世保市より街頭募金活動
に対する感謝状授賞式

　特記事項　�街頭募金活動に関して、新型
コロナウイルスの影響で声を
出すことができないので、通
行人にもわかるよう募金活動
のパネルを準備して活動を行
っています。

　�　7月開催予定のインターアクト年次大会
は、新型コロナウイルスの影響で中止
②青少年活動
　佐世保学園に於いて開催される「社会を
明るくする運動」の意見発表会は、新型コ
ロナウイルスの影響で中止。

　［下期事業計画］
◦�前期に引き続き、第1、3火曜日例会（部
外者の構内への受け入れが可能になった
場合）への出席
◦�IAC後期指導者研修会（2月）予定
◦�地区RYLA勉強会、研究会（4〜5月）予定

◦�西海学園インターアクト卒業生へ記念品
贈呈（2月）予定
◦�街頭募金活動（毎月）
　尚、新型コロナウイルスの影響で変更、
中止が考えられます。

■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
　委員／安部　直樹、橘髙　克和
　　　　長島　　正
　［上期事業報告］
　今年度上半期の会員増強の純増は2名でし
た。
　職業分類の追加は有りませんでした。
　期首74名　　入会5名　　退会3名
　12月15日現在76名
　入会者
　◦2021.07.07　立花　秀樹
　　㈱十八親和銀行　取締役専務執行役員
　　職業分類／商業銀行
　◦2021.07.28　岩崎　正俊
　　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　　代表取締役　職業分類／リゾートホテル
　◦2021.10.06　庭木　香充
　　西日本新聞社　佐世保支局長
　◦2021.11.10　船場　昭裕
　　いちよし証券㈱　佐世保支店　支店長
　　職業分類／証券業
　◦2021.11.10　鈴木　清輝
　　㈱商工組合中央金庫佐世保支店
　　支店長　職業分類／中央金庫
　退会者� � �
　◦2021.08.04　富永　雅弘
　　㈱富士国際ホテル　代表取締役
　　職業分類／ホテル
　◦2021.09.30　田村　康弘
　　㈱商工組合中央金庫佐世保支店
　　支店長　職業分類／中央金庫
　◦2021.09.30　水元　誠太
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　　いちよし証券㈱佐世保支店
　　支店長　職業分類／証券業
　◦2021.12.31　有薗　良太
　　㈲有薗順博製作所　代表取締役
　　職業分類／義肢装具製造販売

　［下期事業計画］
　佐世保ロータリークラブの活性化の為に
は、新しい会員が必要です。
　菅沼会長からは純増1名、芹野大委員長か
らは2名のミッションが与えられています。
　上半期は、入会5名に退会3名で純増2名は
クリアし76名の会員を擁しています。
　下半期は、改めて1名の増強を目指して委
員会一致団結して年度末の目標達成に努め
ます。

【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
　委員／�佐々木秀也、松本　英介
　　　　井上　斉爾
　［上期事業報告］
「ロータリー3分間情報」
　①7月第3例会（7月21日）出端隆治会員
　②11月第3例会（11月17日）小石原健二会員
「会員候補オリエンテーション」
　①2021年7月7日㈬
　　�会員候補者（岩崎正俊）に対するオリ
エンテーション実施

　②2021年8月18日㈬
　　�会員候補者（庭木香充）に対するオリ
エンテーション実施

　③2021年10月27日㈬
　　�会員候補者（船場昭裕・鈴木清輝）に
対するオリエンテーション実施

『新会員研修会』
　2021年11月10日㈬16：00〜17：55
　ホテルフラッグス九十九島
　研修対象者14名中12名参加
　講師　古賀　巌会員
　　　　「ロータリーのおはなし」
　　　　橘高克和会員
　　　　「ロータリーよもやまはなし」

　　　　福田金治会員「ロータリーとは」
　いずれの事業においても、未だコロナウ
イルス感染防止対策を徹底しながらの開催
となりましたが、皆様のご協力のもと無事
に上期の事業を遂行することができました。

　［下期事業計画］
【ロータリー情報】
　「会員候補者オリエンテーション」
【文献記録・雑誌】
　「ロータリー３分間情報」
　①1月第3例会（1月19日）
　②3月第3例会（3月16日）
　③5月第3例会（5月18日）
　「佐世保ロータリークラブ細則確認訂正」
　佐世保ロータリークラブ細則において、
文言などの誤字があることを確認。今年度
中に訂正をする。

■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
　委員／長富　正博、中村　真弥
　　　　船場　昭裕、鈴木　清輝
　　　　水元　誠太（退）、田村康弘（退）
　［上期事業報告］
　昨年度に引き続き新型コロナウイルス感
染拡大により例会、各種行事が中止となり、
年間のスケジュールを変更することを余儀
なくさせる状況になりました。
　8月から9月までの例会中止期間について
は、週報は発刊せずに10月にまとめて理事
会、報告、またその間に行われた会長の出
席行事等につきましては、週報の拡大版で
会員に周知することができました。

　［下期事業計画］
　引き続き残りの半期につきましても状況
の変化に柔軟に対応しながら、確実に会員
に向けて情報を発信してまいります。
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＊今後の例会予定＊�
 1月19日� �食でつながるフェスタ�イン長崎の

実行委員長
� させぼ子ども食堂ネットワーク
� 代表　数山　有里�様
　　26日� 会員　山口　健二�さん
� 「バーチャルバスツアー」

＊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。

クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：鈴木　清輝）

■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
　委員／池田　　豊、中島　祥一
　　　　山下　尚登
　［上期事業報告］
　コロナ禍で、十分な委員会活動ができな
い状況が続いております。

　［下期事業計画］
　本年度については、補助金を申請する事
業は予定しておりません。財団・米山の寄
付については、活動の意義目的を伝えて、
本年度の目標達成を目指してまいります。


