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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

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん　こんにちは。
　梅の花が咲き誇り、春の足音が近づいて来
ました。会員の皆様はいかがお過ごしでしょ
うか。コロナ感染対策でそれぞれの事業所で
はたいへん苦慮されていることと推察いたし
ます。
　そのような中、我が佐世保ロータリークラ
ブは会員の健康を第一に考え、1月19日より例
会を休会とさせていただいております。佐世
保市内の感染状況もなかなか落ち着かず、ま
ん延防止等重点措置が延長される事態となっ
ております。このような状況を受け休会を続
けざるを得ないと判断しておりますので、ど
うかご理解ご協力をいただきますようお願い
いたします。
　さて、例年であれば賀寿をお迎えになられ
る皆様の長寿祈願及び祝賀会を実施するとこ
ろでありましたが、コロナ感染対策のために
控えさせていただき、クラブを代表し会長、
幹事で亀山八幡宮に出向き賀寿を迎えられた
方々の祈願を行ってまいりました。皆様のご
健康を心よりお祈りいたします。
　また、台南ロータリークラブとの姉妹締結
更新式をリモートで行いました。初めてのこ
とでうまくいくか大変心配しましたが、台南
ロータリークラブの友情によって無事に締結
更新式を終了することができ、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。ご担当いただいた筒井和彦さん、
大神吉史さん誠にありがとうございました。
　3月に入りコロナの状況がどのようになって
いくか分かりませんが、早く例会を再開し皆

さんにお会いしたいと思っております。どう
ぞお身体ご自愛ください。

令和4年 2月号

2022年2月21日例会　佐世保RCより記念品
台南RC 林哲賢会長　国際服務 邸榮政主委
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幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 
　�「2021-22年度�下期普通寄付金ご送金のお願
い」

台南RCより姉妹締結更新記念品

台南RCより年賀状

2.ガバナー	 塚㟢　　寛	さん
　�2024～2025年ガバナー就任　ガバナーノミ
ニー・デグジネート選出のお知らせ
　大村ロータリークラブ　石坂　和彦君

3.ガバナー	 塚㟢　　寛	さん
　地区幹事	 岡田　康信	さん
　ガバナー事務所移転のお知らせ
　1月31日㈪より
　新住所／�長崎市旭町１３－５タワーシティ

長崎ウエストコート201号
　TEL／095－895－5330
　FAX／095－894－5431
　E-mail／ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp

4.長崎中央ロータリークラブ
	 幹事　長澤　和彦	さん
　事務局移転のお知らせ
　1月31日㈪より
　新住所／�長崎市旭町１３－５タワーシティ

長崎ウエストコート201号
　TEL／095-894-5430
　FAX／095-894-5431

5.地区社会奉仕委員長	 佐藤　　誠	さん
　ひとり親家庭支援事業について
　�「ひとり親家庭の現状」卓話上映用動画USB
送付
　講演者／長崎県子どもの貧困対策
　　　　　コーディネーター山本倫子先生

6.地区RLI推進委員長	 吉岡　義治	さん
　�第2740地区RLI（ロータリー・リーダーシッ
プ研究会）事前研修会開催について（Zoom
ミーティング）
　日　時／令和4年1月23日㈰
　　　　　13：30　開会～　16：00　閉会
　参加者／中村徳裕次期会長
　�事前研修会の録画は、地区のホームページ
に掲載
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7.地区財団委員長	 	岡村　康司	さん
　地区補助金委員長	 森本　大輔	さん
　�補助金管理セミナーの中止の為補助金マニ
ュアル冊子送付のお知らせ

8.地区米山記念奨学委員長	 松田　洋一	さん
　�世話クラブ・カウンセラー依頼について（お
願い）
　2022学年度　12名の新規奨学生

9.ガバナー	 塚﨑　　寛	さん
　�2021-22年度�地区ビジョン(戦略計画)に関す
るアンケート調査

10.ガバナーエレクト　上村　春甫	さん
　PETS実行委員長　　本島　直幸	さん
　ホストクラブ会長　古賀　利明	さん（佐賀RC）
　①�2022-2023年度「会長エレクト・次期幹
事研修セミナー」開催について(ご案内)

　　日　時／�2022年3月13日㈰
　　　　　　登録受付12：30
　　　　　　点鐘13：30　懇親会�17：00
　　場　所／ロイヤルチェスター佐賀

　②�2022-2023年度「会長エレクト・次期幹
事研修セミナー」開催変更について（ご
連絡）

　　�「会長エレクト研修セミナー」のみオンラ
インZOOMでの開催詳細は後日案内

11.ロータリーの友事務所　代表理事
　ロータリーの友委員長	 鈴木　宏	さん
　『ロータリーの友』購読料改定のお知らせ
　�1975年1月～200円を2022年7月号から250円
（税別）に改定

12.ガバナー	 塚㟢　　寛	さん
　RLI日本支部2740地区代表ファシリテーター
	 駒井　英基	さん
　地区RLI推進委員長	 吉岡　義治	さん
　�ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）
研修会受講のご案内

　RLIとは：�ロータリアンの知識を啓発し、
モチベーションを高め、リーダ
ーシップを養成する学習プログ
ラムです

　�３パート構成で合計３日間、１日に６つの
テーマでそれぞれ１時間ずつのセッション
　受講対象者／�各クラブ内のRLI部門の方、

RLIに関心を持たれる方、入
会３年未満の方々

　日時／パートⅠ
　　　　令和4年3月20日㈰　10：00～17：00
　　　　パートⅡ
　　　　令和4年4月17日㈰　10：00～17：00
　　　　パートⅢ
　　　　令和4年5月15日㈰　10：00～17：00
　※�詳細なスケジュールは後日ご案内致しま
す。

　研修方法／webによる研修会
　申込み方法／�クラブ2月30日まで⇒ガバナー

事務局へ3月4日㈮まで
　パートⅠ～パートⅢ／�全課程を受講の方に

は修了証書を発行
　各クラブお一人は受講

13.第2680地区ガバナー	 吉岡　博忠	さん
	 （兵庫県）
　地区ローターアクト委員長	田中　賢一	さん
　地区ローターアクト代表	 阪本　渚子	さん
　第34回全国ローターアクト研修会
　	 実行委員長　中井満理子	さん
　�第34回全国ローターアクト研修会本登録の
ご案内（オンラインで開催）
　開催日時／2022年3月26日㈯～27日㈰
　　　　　　26日12：00 開会式　16：35 閉会
　　　　　　27日9：00 開会式　13：15 閉会
　本登録　振込期限／2月28日㈪
　登録料／5,000円

14.ガバナー	 塚﨑　　寛	さん　
　ロータリー国際大会参加のご案内
　�2022年6月4日～6月8日
　米国テキサス州ヒューストン
　�ご登録は個人でMy�Rotaryより、オンライ
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ン登録
　�登録後ガバナー事務所まで4月8日までにご
連絡下さい
　�国際大会の詳細は　My�Rotaryよりご覧く
ださい。

15.地区ローターアクト委員長
	 髙松　茂信	さん
　地区ローターアクト代表	 窪田　杏奈	さん
　長崎ローターアクトクラブ
	 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
大会について
　開催日時／2022年3月12日㈯

　会　　場／�zoom（入室情報は別途ご案内い
たします）

　スケジュール／3月12日㈯
　　　　　　　　13：00～　登録開始
　　　　　　　　16：00～　閉会式
　　　　　　　　16：30～　写真撮影
　登録費用／ロータリアン3,000円

16.ガバナー	 塚㟢　　寛	さん
　「第19回ロータリー全国囲碁大会」ご案内

17.浜松南ロータリークラブ
	 副会長　アーネスト・ララカ・シルバー	さん

理事会報告
■第8回理事会 
　2022年2月2日㈬　11：00～11：50
　�まちなかコミュニティセンターサンクル3番
館講座室2
　・長寿祈願祭並びに祝賀会延期について
　・台南RC姉妹締結更新について
　・創立記念日例会について
　・3月例会プログラムについて
　・�観桜例会予算及び実施内容について（3月
23日）

■第9回理事会
　2022年3月2日㈬　11：00～11：55
　�まちなかコミュニティセンターサンクル3番
館講座室2
　・�3月コロナ禍に伴う例会・事業実施について
　　�観桜例会も含め3月中は定款第7条第1節⒟
⑴により休会とする。

　　�4月20日㈬に観桜例会の代替となるような
例会を企画する。

　・長寿祈願祭決算報告について
　・台南RC姉妹締結更新報告について

長寿祈願祭報告
	 幹事　廣瀬章博
　2月2日　亀山八幡宮　本年は9名の皆様が賀
寿をお迎えになられました。大変残念ですが

「第19回ロータリー全国囲碁大会」のご案内」

　拝啓　新型コロナウイルスの蔓延、ロシアのウクライナ侵攻により激動の続く中で、貴クラブの皆様方、

事務局のスタッフの皆様、お変わりなくお元気のことと存じます。

　さて、RI公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会（GPFR／Go�Playing�Fellowship�of�Rotarians）

主催の「第19回ロータリー全国囲碁大会」が5月14日㈯に、東京・市ヶ谷の日本棋院本院で開催いたしま

す。コロナにより延期が続き、2年半ぶりの開催となります。

　私どもGPFRは2000年3月より毎春に日本、韓国、台湾の順で囲碁対抗戦を繰り広げており、碁盤を通

じて国際奉仕、親睦活動を進めています。2015年ハワイの米国支部が加わり、毎春に「ロータリー囲碁

チャンピオン」競っております。全国囲碁大会は秋に開催して大会参加を呼び掛けています。

　碁盤を通じて国際交流と親睦を図る会ですので、クラブ内の囲碁好きの会員皆様に参加を呼びかけて

頂きますよう、ご案内をお願い申し上げます。

　大会は上級者（五段以上）、中級者（二段～四段）、初級者（初段以下）の3クラス制の早碁戦です。大

会参加はメークアップ（国際奉仕活動）になります。2名以上の参加でクラブ対抗戦を行っております。

初心者、ご家族のご参加も歓迎いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

〈記〉

　日　時／2022年5月14日㈯　09：30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）

　大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ名、年齢（女性は不要）、級段位を明記して、所属ロー

タリークラブを通じて、上記のGPFR日本支部宛にFAX（03-3452-1652）でご連絡下さい。参加要領等を

返信いたします。申し込み締め切り日は5月6日㈮です。大会中止もお含みおきください。お問い合わせ

がありましたら、上記FAXにてお願い致します。

GPFR日本支部幹事　太田　清文（東京RC）
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コロナ禍のため賀寿者の皆様を含め会員の皆
様ご参集での祈願祭並びに祝賀会の開催を見
送らさせていただき、2022年2月2日13時より
菅沼会長と幹事で亀山八幡宮を参詣し、お札
と記念品を賀寿者の皆様へお渡しいたしまし
た。賀寿者の皆様、並びに会員の皆様のお健
やかな1年をお祈り申し上げます。
　米　寿　昭和10年（1935年）生
　　玉野　哲雄	さん
　傘　寿　昭和18年（1943年）生
　　下田　弥吉	さん、中島　祥一	さん
　喜　寿　昭和21年（1946年）生
　　福田　金治	さん、髙田　俊夫	さん
　古　希　昭和28年（1953年）生
　　田中丸善弥	さん、松尾　慶一	さん
　還　暦　昭和37年（1962年）生
　　立花　秀樹	さん、船場　昭裕	さん

台南RC姉妹締結更新式
	 奉仕プロジェクト委員会　筒井　和彦
　2月14日　大新技研応接室
　本年は台南扶輪社との姉妹クラブ締結に関
する3年に一度の更新時期となっておりました
が、その更新式が、先方の例会時間に合わせ
る形で2月14日㈪の19：30（台湾時間18：30）よ
り執り行われました。依然終息しないコロナ
禍のため、今回は台南扶輪社へお伺いするこ
とはかなわず、リモート会議という形での更
新式となりました。
　当クラブからは菅沼会長以下、国際奉仕・
姉妹クラブ委員会から大神委員長、奉仕プロ
ジェクト委員会から筒井の3名が参加いたしま
した。また、廣瀬幹事には局面ごとのサポー

トをしていただきました。
　準備段階では、会場をはじめ必要とされる
設備等の対応が可能か懸念しておりましたが、
大新技研様から通信機器に加え会議室までご
提供いただき、十分以上の環境を整えること
ができました。また、古賀広告美術社様には
看板を、フラワーショップきむら様には卓上
花をそれぞれ準備していただき、リモート会
場なりに華やかな雰囲気を出すことができま
した。
　更新式当日は、まずそれぞれの会場におい
て「姉妹クラブ締結同意書」への署名および
その記念撮影が行われ、続いて、カメラに向
けてではありますが記念品の贈呈式が行われ
ました。当クラブからは梅ヶ枝酒造様の日本
酒特別大吟醸2本を準備いたしました。
　そして最後に、菅沼会長および林哲賢
（Jerry）会長から、それぞれご挨拶の言葉を
いただきました。菅沼会長のご挨拶につきま
しては、台南扶輪社の国際服務主任委員（≒
国際奉仕委員長）である邱榮政（Roger）様が
同時通訳を行い、先方の会員の皆様に内容の
ご紹介をして下さいました。
　近日中に両クラブからそれぞれ同意書を郵
送し、最終版を作成する予定です。昨今の状
況にもかかわらず、会員の皆様のご協力を得
ることによって無事に更新式を終えることが
できました。感謝申し上げます。

佐世保扶輪社・台南扶輪社
姉妹クラブ契約更新Jerry会長ご挨拶

2022年2月14日
　佐世保扶輪社會長菅沼�宏比古、奉仕Project
委員長�筒井�和彥、國際奉仕姐妹社委員長�大
神吉史、各位佐世保的社友前輩大家晚安大家
好。
　我是台南扶輪社的會長�Jerry�，非常高興有
這個機會跟�貴社舉行這次的視訊姐妹社續盟，
雖然因為�Covid-19�疫情的關係，無法見面一起
簽署續盟條約，但是透過鏡頭仍然可以感受到�
貴社的誠摯的友情，自從�1970.11.20�佐世保扶
輪社與台南扶輪社建立姐妹社關係以來，經歷
了51個年頭，但是兩社的情誼仍然像51年前一
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樣一點都沒有改變。
　期望�Covid-19�疫情可以趕快結束，可以再
次見到敬愛的佐世保扶輪社的社友。後年是台
南扶輪社授證70週年，誠摯邀請貴社一起來參
加台南扶輪社的紀念慶典，期待屆時再與各位
一起話家常，加深我們的友誼，更希望佐世保
扶輪社與台南扶輪社之間的情誼持續邁向下一
個50年。
　最後，敬祝貴社的社運昌隆，所有的社友前
輩身體健康，感謝大家。

［日本語訳］
　佐世保ロータリークラブ会長菅沼宏比古様、
奉仕プロジェクト委員長筒井和彦様、国際奉
仕姉妹クラブ委員長大神吉史様、佐世保のロ
ータリアンの皆様こんばんは。
　私は台南ロータリークラブの会長Jerryで
す。この機に貴クラブと今回のリモート会議
姉妹クラブ契約更新を行うことができて大変
嬉しく思います。コロナ禍で、対面で一緒に
更新契約書に署名することはできませんが、
画面越しに貴クラブの真摯な友情が伝わって
います。1970.11.20佐世保ロータリクラブと
台南ロータリクラブが姉妹クラブ関係を結ん
で以来、51年の歳月が経ちましたが、両クラ
ブの友情は51年前のように、少しも変わって
いません。
　コロナ禍が早く収束し、親愛なる佐世保ロ
ータリークラブの皆様にまた会えることを期
待しています。再来年は台南ロータリークラ
ブの創立70周年です。台南ロータリークラブ
の記念式典に参加してくださいますよう心か
らお待ちいたします。その時、皆様と一緒に
歓談し、われわれの友情をさらに深めること、
また、佐世保ロータリークラブと台南ロータ
リークラブとの友情が次の50年へと続くこと
を期待いたします。
　最後に、貴クラブの繁栄とロータリアンの
皆様の健康を祈って、私の挨拶とさせていた
だきます。ありがとうございました。

姉妹クラブ締結更新式挨拶
	 会長　菅沼宏比古
　親愛なる台南ロータリークラブの皆さん、
こんにちは。
　私は、佐世保ロータリークラブ会長の菅沼
宏比古（すがぬまひろひこ）と申します。よ
ろしくお願いいたします。
　本日は、このような機会を作っていただき、
心から感謝申し上げます。世界的な新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）は、日本で
も急激に増加し、私たちの佐世保においても
拡大が止まらず、佐世保ロータリークラブは、
例会すら開催できない状態で、たいへん苦労
をしているところです。また、姉妹クラブ締
結更新については実際に台南ロータリークラ
ブへお伺いし、ご挨拶をすることを楽しみに
していたのですが、それが出来ずにたいへん
残念に思っております。
　さて、貴クラブとの姉妹クラブ締結は、
1970年11月20日に台南市において、両クラブ
会員の交流を通じて親善と理解を深め、ロー
タリー精神を高揚し、文化の振興と世界平和
に寄与することを目的として、相互に同意書
に調印し、今日まで実に50年の歴史を誇って
います。今後も私たちの先輩方が営々として
築いてこられた友情を絶え間なく続けていき
たいと考えております。
　コロナウイルスの収束が見えましたら、ぜ
ひ皆さんにお会いし、親交の絆をより深いも
のにしたいと思います。本日は本当にありが
とうございました。
　また、記念品として佐世保では最も有名な
酒蔵で製造された日本酒をお送りする準備を
しております。酒蔵を経営されている方は佐
世保ロータリークラブのメンバーの一人です。
到着が遅くなると思いますがご笑納いただけ
れば幸いです。
　最後になりますが、台南ロータリークラブ
会長　林哲賢　Jerry様をはじめ、会員の皆様、
くれぐれもお身体ご自愛ください。また、今
回の締結更新式を準備、お世話をいただいた
国際奉仕委員長　邸榮政　Roger　様には、心
よりお礼申し上げます。
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＊今後の例会予定＊�
 3月 2日㈬
 3月 9日㈬
 3月16日㈬
 3月23日㈬　観桜例会
　以上4例会は新型コロナ感染症予防のため、
定款第7条第1節⒟⑴により休会とします。
 3月30日㈬　指定休会日

　なお、4月以降の例会については3月30日
（水）に理事会を開催し決定いたします。

＊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。

2022年2月14日


