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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）
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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　先週の「芳春例会」には多
くの皆様にご参加いただき、
本当にありがとうございまし
た。たいへん盛り上がり、ヴァ
イオリンをバックに置き、すばらしい歌声
を披露いただいたりして、思わぬ盛況とな
り、ほっといたしました。このような時期
に夜の例会を開催し、ご批判もあるのでは
ないかと心配しておりました。久しぶりの
懇親会で皆さんが楽しく懇談されている様
子を拝見し、私自身も楽しく過ごすことが
できました。ありがとうございました。
　さて、今週末からゴールデンウィークが
始まり、今までの環境から解き放たれたか
のように旅行や余暇を楽しむ方が増えそう
ですが、一方低年齢の子どもたちではコロ
ナ感染が増加傾向にあり、佐世保市教育委
員会は5月2日を臨時休校とし、感染対策を
強化するようにしました。コロナ収束はま
だまだ先のようです。皆様も十分気を付け
てください。
　本日もよろしくお願いいたします。
　報告ですが、持ち回り理事会を開きまし
て、5月から例会場をレオプラザホテルに戻
す予定でしたが、レオプラザホテルの接種
会場としての使用が4回目の接種まで延びる
かもという話がありまして、例会場はその
まま花みずきで5月、6月いっぱい行うよう

になりました。
　ご不便をおかけしますが、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

例会場の変更
　レオプラザホテルにおける長崎県ワクチ
ン接種会場使用延長決定のため、5月、6月
の例会場を花みずきとします。4月20日㈬持
ち回り理事会にて承認。
　5月11日㈬例会は、卓話なしの例会としま
す。

委員会報告
■親睦活動委員会	 委員長　古賀　久貴
　4月20日 に 行 わ れ ま し た、
ホテルオークラハウステンボ
ス芳春例会懇親会に、46名の
会員の皆様にご出席いただき
まして、ありがとうございま
した。

《本　　日》会員数 73 名（出席免除会員 28 名）・出席 48 名・欠席 9 名・ビジター 0 名・出席率 84.21 ％

《 4月13日》会員数 73 名（出席免除会員 11 名）・出席 42 名・欠席 14 名・メークアップ 3 名・修正出席率 80.36 ％
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■財団・米山・補助金委員会
副委員長　西田　勝彦

　ロータリー財団（寄附分類）
への寄附をいただきました。
ウクライナ緊急支援
　4月 5日　福田　金治 さん　500ドル
　　　6日　指山　　立 さん　100ドル
　　　7日　山下　尚登 さん　250ドル
　　 13日　納所　佳民 さん　500ドル
　　 13日　船場　昭裕 さん　 50ドル
　　 18日　草津　栄良 さん　100ドル
　　 21日　菅沼宏比古 会長　100ドル
　　 21日　廣瀬　章博 幹事　500ドル

■職業・社会奉仕委員会
委員長　吉田　英樹

　本日、案内文を配布させて
いただいておりますが、先日よ
りご案内しています「SASEBO
軍港クルーズ」に関し、集合
場所である佐世保観光情報セ
ンターでの集合時間を、当初13時30分とし
ておりましたが、13時45分に変更いたしま
す。
　よろしくお願いいたします。

朗遊会より
	 幹事　池田　真秀
　去る4月23日㈯に第4回の朗
遊会を開催しました。優勝は
安部直樹さんでした。
　次回は5月22日㈰、2年ぶり
の開催となります、8クラブ
対抗があります。ご出欠につきましては、
早目のご回答をよろしくお願いいたします。

その他の報告
2022-23年度 地区研修・協議会の報告
	 次年度幹事　福田　金吾
　4月24日、2022-2023年度地
区研修・協議会がガーデンテ
ラス佐賀ホテル＆マリトピア
で開催されました。
　当クラブからは、中村徳裕
次期会長、納所佳民次期奉仕プロジェクト
委員長、坂元崇次期青少年奉仕委員長、大
神吉史次期ロータリー財団委員長、福田、
そして講師としてですが福田金治パストガ
バナーの計6名で参加いたしました。
　まず、上村春甫ガバナーエレクトより、
次年度のRIテーマ「イマジン ロータリー」
及び地区目標“『想像』して『創造』しよう・・・・
ロータリーで未来を！”が発表され、本目
標に基づいた3つの重点項目と、6つの継続
的な重要課題への取り組みが説明されまし
た。
　重点項目では「女性」「若者」「リーダー
シップ」の3つを挙げられており、RIが目指
す、多様性(Diversity)、公平さ(Equity)、包
摂(Inclusion)、を推進していく上でのカギで
あること。そういった「ロータリーのつな
がり」がクラブの活性化と各会員の帰属意
識の高まりに繋がるという内容でした。
　基調講演では、千葉憲哉パストガバナー
が『クラブリーダーの役目とクラブ計画書
の作り方』と題して、現在のロータリーの
組織やRIの変容、そしてクラブリーダーの
役割について講演されました。
　その後、5名それぞれが5つの分科会に分
かれ、各部門の次年度方針を確認いたしま
した。
　最後の全体会議では、規定審議会の報告
を地区の代議員として参加された福田金治
パストガバナーからなされました。規定審
議会は3年に1度、世界中のロータリー地区
の代表者がシカゴに集まり、立法案の審議
と投票を行う極めて重要なものです。
　規定審議会において決まったもののうち、
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クラブに直接的にかかわる大きな変更点を2
つほどご紹介しますと、まずは人頭分担金
の増額がありました。これまで毎年1ドルず
つ（半期で50セント）値上げされていたも
のが、2023-24年度から毎年2ドルずつ（半
期で1ドル）の増加となります。
　2つ目は、現在理事会承認となっている在
籍年数＋年齢による出席免除規定が届出制
になります。
　その他、全部で92の制定案が出されてお
りましたが、それぞれの可決・否決あるい
は詳しい中身などはまだ英文のみですがMy 
Rotaryからログインしてご覧いただけます。
最後に、地区予算案が提案、承認されて点鐘・
閉会となりました。

水陸機動団創隊四周年・相浦駐屯地
創立67周年記念式典に出席
　令和4年4月24日㈰午前十時より、名誉会
員　陸上自衛隊水陸機動団長兼相浦駐屯地
司令　陸将補　梨木信吾様よりご案内いた
だき、表記式典が開催されました。
　恵まれた晴天のもと、菅沼宏比古会長、
廣瀬章博幹事、古賀巖パスト会長、中村徳裕
会長エレクト、松本祐明さん、永瀬徳豊さん、
庭木香充さんが出席しました。

慶 　 　 祝
	 親睦活動委員会　鈴木　清輝
○結婚記念月のお祝い
　1月
　廣瀬　章博・みどり さん ご夫妻（11日）
　田中丸善保・栄子　 さん ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　 さん ご夫妻（31日）

　2月
　山口　健二・佳代子 さん ご夫妻（21日）
　岡　　英樹・節子　 さん ご夫妻（25日）
　3月
　出端　隆治・紀美子 さん ご夫妻（ 3日）
　山下　尚登・智子　 さん ご夫妻（ 5日）
　中川　知之・ヒサ子 さん ご夫妻（18日）
　長島　　正・圭子　 さん ご夫妻（18日）
　坂根　　毅・愛子　 さん ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　 さん ご夫妻（25日）
　菅沼宏比古・美砂子 さん ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝 さん ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　 さん ご夫妻（30日）

　4月
　安部　直樹・恵美子 さん ご夫妻（ 1日）
　指山　　立・利枝子 さん ご夫妻（ 6日）
　草津　栄良・晴代　 さん ご夫妻（ 7日）
　坂本　　敏・和代　 さん ご夫妻（ 7日）
　平尾　幸一・透江　 さん ご夫妻（14日）
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＊今後の例会予定＊ 
 

＊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：中村　真弥）

　円田　　昭・美和子 さん ご夫妻（20日）
　髙田　俊夫・伸子　 さん ご夫妻（23日）
　中島　　顕・英子　 さん ご夫妻（23日）
　船場　昭裕・幹子　 さん ご夫妻（23日）
　石井　正剛・佳子　 さん ご夫妻（28日）

歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純

「うみ」
作詞：林　柳波
作曲：井上武士

　1941年（昭和16年）3月に発行され
た『ウタノホン（上）』にて発表。海
の広大さを簡潔で力強い詞で歌った曲
である。初出時の題名は片仮名の「ウミ」で、後に「うみ」
に改訂され、さらに「海」と表記されるようになった。
　「松原遠く消ゆるところ」で始まる「海」は、同名異
曲である（1913年（大正2年）に発行された『尋常小学
唱歌 第五学年用』で発表）。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　船場　昭裕

安部　直樹 さん
　朗遊会第４回コンペにて優勝させていた
だきました。

米倉洋一郎 さん、松尾　文隆 さん
　朗遊会第４回にて入賞させていただきま
した。

廣瀬　章博 さん、田中丸善保 さん
米倉洋一郎 さん、山口　健二 さん

出端　隆治 さん、山下　尚登 さん
中川　知之 さん、長島　　正 さん
坂根　　毅 さん、梅村　良輔 さん
菅沼宏比古 さん、安部　直樹 さん
草津　栄良 さん、坂本　　敏 さん
円田　　昭 さん、中島　　顕 さん
船場　昭裕 さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありが
とうございました。

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
谷川　辰巳 副幹事
　4月22日に開催しました、芳春例会には多
くの会員の皆様のご出席を頂き誠にありが
とうございました。
　特に会を運営していただいた、坂本敏大
委員長、古賀久貴委員長率いる親睦活動委
員会、出席・例会委員会の皆様、大いに盛
り上げていただいた、大神邦明さん、橘髙
克和さん、梅村良輔さん、本当にありがと
うございました。

◇
ニコニコボックス 本日合計 24,000円
 累　　計 461,500円


