2021〜2022年度 テーマ
2021〜2022年度 R.I.会長

SERVE TO CHANGE LIVES ̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
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）

Club of Sasebo
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
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佐世保ロータリークラブ
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回例会

日》会員数 75 名（出席免除会員

27 名）
・出席

48 名・欠席 27 名・ビジター

0

名・出席率

64.00 ％

《 6月15日》会員数 75 名（出席免除会員

27 名）
・出席

40 名・欠席 36 名・メークアップ

1

名・修正出席率

79.93 ％

《本

会 長 挨 拶
会長

幹 事 報 告
菅沼宏比古

皆さん、こんにちは。
九州地方が梅雨明け。平年
よ り21日 早 い 記 録 的 な 早 さ
で、今後様々なことが心配さ
れます。水不足、またそれに
伴いお米や野菜の不作など私たちの生活に
大きな影響を与えそうです。ただでさえウ
クライナ情勢により、石油、小麦などの不
足により物価高騰をしており、これ以上か
と思うと各事業所の運営にも多大な影響が
考えられます。私たちは、知恵を出し、お
互いに協力しながら乗り切っていかなけれ
ばならないと思います。
さて、今期最後の例会となりました。コ
ロナの影響で、例年と異なる運営となり、
会員の皆様にはご理解ご協力をいただき、
何とかここまで来ることができました。1年
間本当にありがとうございました。心より
感謝いたします。
本日はクラブ協議会となっております。
各大委員長さん方よろしくお願いいたしま
す。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」

幹事 廣瀬 章博
1.国際ロータリー日本事務局 財団室
「財団室NEWS 7月号」
2.第2740地区ガバナーエレクト 上村 春甫 さん
次 年度2RC合同公式訪問時のタイムスケ
ジュールについてお知らせとご協力のお
願い
3.第2740地区ガバナー
塚㟢
寛 さん
①書籍謹呈並びに販売のお知らせ
第2840地区パストガバナー田中久夫様出版
「ロータリークラブに入ろう」
幻冬舎より1冊880円
②ダメ。ゼッタイ普及運動 チラシ
4.佐世保東南RC
2022-23年度幹事 鎌田 裕二 さん
2022〜23年度クラブ現況及び活動報告書

委員会報告
■財団・米山・補助金委員会
㈶ロータリー米山記念奨学
会へ特別寄付をいただきまし
た。
梅村 良輔 さん

西田

勝彦

（1）

■次年度親睦活動委員会
委員長 安福 竜介
去る6月15日㈬18：30〜佐世
保ワシントンホテルにおきま
して、次年度クラブ管理運営
委員会の初顔合わせ合同委員
会を開催いたしました。経過
観察のため報告が遅くなりましたが、無事
コロナ感染者を出しておりませんので、改
めてここに報告いたしますとともに、三委
員会一同、心一つに次年度からの例会・懇
親会運営に一致団結してまいりますので、
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
いよいよ今週末7月2日㈯18：00〜ハウステ
ンボスホテルヨーロッパ内レンブラント
ホールにおきまして、2022-2023年度初の公
式行事であります役員交代式並びに、18：30
〜同会場にて記念懇親会を開催いたします。
現在出席者は名誉会員、ゲスト、ご夫人を
含め64名の出席となっております。いつも
より30分早めの開催となっていますので、
お時間を間違えないようによろしくお願い
いたします。

慶

親睦活動委員会 委員長 古賀 久貴
菅沼宏比古 会長、米倉洋一郎 副会長
廣瀬 章博 幹事、谷川 辰巳 副幹事
1年間お世話になりました。ありがとうご
ざいました。
クラブ管理運営委員会
委員長 坂本
敏 さん
親睦活動委員会 委員長 古賀 久貴 さん
出席・例会委員会 委員長 坂根
毅 さん
プログラム委員会 委員長 大久保利博 さん
1年間大変お世話になりました。ありがと
うございました。
奉仕プロジェクト委員会
委員長 筒井 和彦 さん
職業・社会奉仕委員会
委員長 𠮷田 英樹  さん
国際奉仕・姉妹クラブ委員会
委員長 大神 吉史 さん
1年間ご協力ありがとうございました。
青少年奉仕委員会

祝

出席・例会委員会
○ホームクラブ出席100％表彰
黒木 政純 さん、中島
顕
西田 勝彦 さん、大神 吉史
安福 竜介 さん、米倉洋一郎

ニコニコボックス

長野 哲也
さん
さん
さん

委員長 福田 金吾 さん
ロータアクト委員会
委員長 指山
立 さん
インターアクト・青少年活動委員会
委員長 坂元
崇 さん
1年間ご協力ありがとうございました。
会員増強委員会 委員長 芹野 隆英 さん
会員増強・職業分類委員会
委員長 松尾 慶一 さん
ロータリー情報・文献記録・雑誌委員会
委員長 草津 栄良 さん
1年間ご協力ありがとうございました。
公共イメージ委員会
委員長
クラブ会報・広報委員会
委員長
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安福

竜介 さん

池田

真秀 さん

1年間お世話になりました。ご協力いただ
いた会員の皆様、ありがとうございました。
ロータリー財団委員会
委員長 中川 知之 さん
財団・米山・補助金委員会
委員長 西田 勝彦 さん
1年間ご協力ありがとうございました。
◇

ニコニコボックス

■クラブ管理運営委員会
委員長 坂本
敏

○親睦活動委員会
（長）古賀 久貴 （副）内海
○出席・例会委員会
（長）坂根
毅 （副）中島
○プログラム委員会
（長）大久保利博 （副）陣内

暢邦
顕
純英

本日合計 19,000円
累
計 648,500円

クラブ協議会
■2021〜22年度会長
菅沼宏比古
2021～2022年度
クラブ運営報告

■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。

＊今後の例会予定＊
7月 2日

■公共イメージ委員会
委員長 安福 竜介

6日

クラブ協議会

13日

クラブ協議会

20日

海上自衛隊佐世保地方総監
海将

27日

○クラブ会報・広報委員会
（長）池田 真秀 （副）松本

役員交代式

新会員

成人 様

庭木

香充 さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

祐明

未定

■ロータリー財団委員会
委員長 中川 知之
委員長代理 西田 勝彦

＊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。

○財団・米山・補助金委員会
（委員長代理）西田 勝彦

（今週の担当：松本

クラブ会報委員会

西

委 員 長：池田
副委員長：松本

真秀
祐明

委

祐明

カメラ担当：船場

員： 長富
船場

正博・中村
昭裕・鈴木

昭裕）

真弥
清輝
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