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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。大変
ご無沙汰しております。申し
訳ございません。梅の花が咲
き桜の花も終わり葉桜とな
り、季節はあっという間に過
ぎています。今年に入り、1月12日の例会を
最後に、長い間休会となってしまいました。
コロナ・オミクロン株のまん延により、佐
世保市の感染レベルが「レベル3」となり、
さらにまん延防止等重点措置が発令され、
会員の皆さんの健康を第一に考え、やむな
く休会といたしました。ようやく本日から
例会再開となりました。このままの状態が
続けばと思っておりますが、なかなか感染
者が減少しない状況ですので今後が心配さ
れます。
　この後も会員の皆様におかれましては、
このような状況をご理解ご協力をお願いい
たします。
　また、例年であれば1月に長寿祈願祭なら
びに祝賀会を実施するところでしたが感染
対策のために控えさせていただき、会長と
幹事で亀山八幡宮に出向き、祈願を行いお
札と記念品を賀寿者の皆様へお送りしまし
た。賀寿をお迎えになられた方々には申し
訳ありませんでした。皆様のご健康ご活躍
を心よりお祈り申し上げます。
　さらに、台南RCとの姉妹締結更新式をリ
モートで行い、無事に終了し、互いに今後

の親交の絆を深めていくことを改めて確認
いたしました。奉仕プロジェクト委員会委
員長筒井和彦さん、国際奉仕・姉妹クラブ
委員会委員長大神吉史さんご協力ありがと
うございました。
　大変残念ですが、損害保険ジャパンの萩
原さんと東京海上日動火災保険の小石原さ
んが転勤により、3月31日をもって退会されま
した。皆様には大変お世話になりましたと
伝言がありましたのでお伝えいたします。転
勤先でのご活躍を心より祈念申し上げます。
　さて、3月30日に理事会を開催いたしまし
たのでご報告しておきます。4月例会につい
て、場所は「花みずき」で12時30分〜卓話
なしでの例会とし、20日については、先月
予定していた「観桜例会」を「芳春例会」
と名称を変えてホテルオークラで夜例会を
予定しております。多くの皆様にご参加い
ただければと思います。5月例会について、
場所はコロナワクチン接種会場が終了しま
すので「レオプラザホテル」に戻し、時程は、
通常例会で実施いたします。
　そして陸上自衛隊　水陸機動団長兼相浦
駐屯地司令梨木信吾様、海上自衛隊佐世保
地方総監西成人様を3月28日、3月30日にそ
れぞれご訪問し推戴状と芳春例会招待状を
お渡ししてまいりました。
　また、今年の職場訪問は、「佐世保軍港ク
ルーズ」を5月25日㈬の例会終了後に計画し
ています。当日は卓話なしです。楽しみに
してください。
　また、同日に8クラブ会長幹事会が開催さ

《本　　日》会員数 73 名（出席免除会員 27 名）・出席 43 名・欠席 29 名・ビジター 0 名・出席率 58.90 ％

《12月22日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 49 名・欠席 27 名・メークアップ 0 名・修正出席率 84.75 ％
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れ、今期のメークアップは、サインメーク
アップを継続することとなりました。
　以上です。本日の例会、最後までよろし
くお願いいたします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯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　経理室
　2022年4月のロータリーレートは、
　1ドル＝122円です。

2．RI日本事務局　財団室
	 ガバナー　塚㟢　　寛	さん
　�第2232地区（ウクライナ）ウクライナ戦
争の緊急支援要請と送金先（ご連絡）
　クラブ経由4月30日まで銀行振込でのご寄付
　�寄付金はクラブ、会員の財団寄付実績の
認証に算入。

3．ロータリーの友委員会　委員長
　ロータリーの友事務所　代表理事
	 鈴木　　宏	さん
　�新型コロナウイルス感染症に関する友事
務所対応の件（お知らせ）

4．日台ロータリー親善会議福岡大会事務局
　�第7回日台ロータリー親善会議福岡大会ご
案内
　日時／2022年5月6日㈮　16：00〜19：00
　会場／ホテルニューオータニ博多4F
　　　　鶴の間
　登録料／リアル参加費　22,000円
　　　　　懇親会費含む
　　　　　�オンライン視聴　10,000円／クラブ

（クラブ内何名でも視聴可能）
　会場リアル参加と同時にご視聴希望
　※4月20日には配信予定です。
　�ガバナー事務所より転送、クラブより視
聴希望者へ転送

5．ガバナーエレクト	 上村　春甫	さん
　地区研修・協議会
	 実行委員長　武富　浩二	さん
　ホストクラブ会長	 池田　浩一	さん
	 （牛津RC）
　�2022-2023年度　地区研修・協議会開催決
定のご案内
　日時／令和4年4月24日㈰ 12：30登録受付
　場所／ガーデンテラス佐賀
　　　　ホテル＆マリトピア
　地区研修・協議会　交通手段のお伺い

6．塚㟢ガバナー事務所
　ブランドニュース3月の案内
　�ロータリーのロゴ、色、フォントの使用
について要請

7．安部直樹　ご夫人安部恵美子	さん
　結婚記念品お礼状

3月28日陸上自衛隊　水陸機動団長兼相浦駐屯地
司令　梨木信吾様訪問

3月30日海上自衛隊佐世保地方総監　西成人様
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委員会報告
■クラブ管理運営委員会	 委員長　坂本　　敏
　先程、会長のご挨拶にもあ
りました芳春例会のご案内で
す。
　4月20日㈬18時30分よりホ
テルオークラＪＲハウステン
ボスで盛大に開催したいと存じます。参加
をお待ちいたしております。

朗遊会より
	 朗遊会幹事　池田　真秀
　皆さんこんにちは。去る3
月12日佐世保カントリークラ
ブ石盛コースで第3回の朗遊
会を開催しましたので、結果
をご報告します。当日は20名
の方にご出席いただきました。優勝は43 ・
50 ・93�HDCP20.4�NET72.6の石井正剛さ
んでした。次回は4月23日㈯佐世保カントリ
ークラブにて第4回を開催します。ふるって
ご参加ください。
　また5月22日㈰に、2年ぶりに8クラブ対抗
が行われます。こちらにつきましても案内
を作成して皆様にお送りしますので、ご出
席よろしくお願いします。

退 会 挨 拶
	 損害保険ジャパン㈱　萩原多恵士	さん
　4月1日付で北海道の函館に転勤すること
になりました。5年間大変お世話になり、誠
にありがとうございました。
　5年前に円田浩司社長のご紹介で、佐世保
ロータリークラブに入会させていただきま
したが、皆様から温かいお声掛けをいただ
き、楽しい時間を過ごさせていただきまし
たこと、心より感謝申し上げます。皆様か
ら学んだことを活かし、新天地でも頑張っ
てまいりたいと存じます。本来であれば直
接ご挨拶させていただくところですが、こ

のようなご挨拶になってしまい誠に申し訳
ございません。
　皆様の益々のご健勝ご多幸を心よりお祈
り申し上げます。

	東京海上日動火災保険㈱　小石原健二	さん
　この度、4月1日付人事異動により、弊社
金沢支店業務グループ（役職：グループリ
ーダー）への転勤を命じられ、佐世保支社
を離任することになりました。
　佐世保には3年という短い期間、かつ、コ
ロナ禍によりこの2年はロータリー活動が制
限され、みなさまと親睦を深める機会が激
減したこと、本当に残念に思います。
　4月からは支店長補佐、石川県全体の営
業部門の施策立案、本店との窓口対応、人
事総務など今までとは異なる幅広い業務に
従事します。ロータリー活動を通じて学ば
せていただきましたことを十二分に活かし、
精一杯与えられた職責を全うする所存です。
　最後に、歴史と伝統ある佐世保RCに所属
させていただき、みなさまと親睦を深めさ
せていただきましたことに心より感謝し、
深く御礼申し上げるとともに、みなさまの
ご健勝とご多幸、そして会社の益々のご発
展とご隆盛を祈念申し上げ、転任のご挨拶
とさせていただきます。本当に有難うござ
いました。

慶 　 　 祝
	 親睦活動委員会　永瀬　徳豊
○今月の誕生祝い
　1月
　大神　邦明�さん（ 1日）
　古賀　　巖�さん（ 3日）
　下田　弥吉�さん（ 3日）
　安福　竜介�さん（ 4日）
　坂元　　崇�さん（ 7日）
　石井　正剛�さん（11日）
　鈴木　清輝�さん（11日）
　円田　浩司�さん（12日）
　芹野　隆英�さん（13日）
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　長富　正博�さん（18日）
　陣内　純英�さん（20日）
　指山　　立�さん（22日）
　山下　尚登�さん（24日）
　黒木　政純�さん（27日）
　佐々木秀也�さん（29日）

　2月
　谷川　辰巳�さん（ 7日）
　中川　知之�さん（11日）
　山口　健二�さん（12日）
　梅村　良輔�さん（15日）
　河原　忠徳�さん（18日）

　3月
　西田　勝彦�さん（ 3日）
　納所　佳民�さん（ 8日）
　中島　祥一�さん（12日）
　井手　孝邦�さん（28日）
　増本　一也�さん（31日）

　4月
　円田　　昭�さん（ 5日）
　玉野　哲雄�さん（26日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　庭木　香充

大神　邦明 さん、古賀　　巖 さん
安福　竜介 さん、坂元　　崇 さん
鈴木　清輝 さん、芹野　隆英 さん
指山　　立 さん、山下　尚登 さん
黒木　政純 さん、佐々木秀也 さん
谷川　辰巳 さん、中川　知之 さん
山口　健二 さん、西田　勝彦 さん
納所　佳民 さん、中島　祥一 さん
増本　一也 さん、円田　　昭 さん
玉野　哲雄 さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございました。
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＊今後の例会予定＊�
 4月13日� 通常例会　花みずき
　　20日� 芳春例会　18：30〜 ホテルオークラ
　　27日� 通常例会　花みずき

＊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）

円田　　昭 さん、池田　真秀 さん
　朗遊会で入賞しました。ありがとうござ
います。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 21,000円
� 累　　計� 422,500円


