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Club of Sasebo
会 長：中村 徳裕
幹 事：福田 金吾
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

NO

2

日》会員数 75 名（出席規定免除 25 名）
・出席 47 名・欠席 28 名・
（免除者欠席 15 名）
・ビジター 0 名・出席率 62.67 ％

《 6月29日》会員数 75 名（出席規定免除 27 名）
・出席 48 名・欠席 27 名・
（免除者欠席 18 名）
・メークアップ 1 名・修正出席率 85.96 ％

会 長 挨 拶
会長 中村 徳裕
先週の例会の2日後、7月8日
に安倍晋三元首相が襲撃され
ご逝去されるという、あって
はならない事件がありまし
た。心より哀悼の意を表し、
ご冥福をお祈りしたいと思います。
国 際 ロ ー タ リ ー 第3470地 区 台 南 ロ ー タ
リークラブの会長 王慶君（Poze）様、国際
奉仕委員会 委員長 郭泰麟（Tilin）様から、
心のこもった丁重なる弔意文をお送りいた
だき、哀悼の意をお伝えいただきました。
日本と台湾の大切な関係を築いてこられた
ことへの感謝と、佐世保ロータリークラブ
と、台南ロータリークラブの永遠の友情に
ついても記載していただいております。英
語での原本と、和訳文を例会中に回覧させ
ていただきますので、ご一読ください。
さて、コロナの拡大が心配な状況になっ
てきました。昨日の長崎県内の感染者数は
849人、佐世保では211人となっております。
佐世保の感染レベルは2-Ⅰということで、
現状は感染防止対策を施しながら、各行事
を開催する方向で準備を進めていきたいと
考えております。今後の状況によっては、
協議が必要な場面も出てくると思いますが、
出来る限り好意と友情を深める機会をつ
くっていきたいと願っております。みなさ
まどうぞ感染防止対策をしっかりされて、
健康にお過ごしくださいますよう、よろし

くお願いいたします。
先週7月7日には、市内8クラブ会長幹事合
同にて、名誉会員でもある佐世保市長朝長
則男様を表敬訪問いたしました。その日私
は、朝長市長にも関連する予定が重なった
ため、副会長の大久保利博さんと、福田金
吾幹事に出席していただきました。のちほ
ど大久保副会長からご報告いただきます。
今回の例会は、クラブ協議会後半の部と
なります。クラブ管理運営委員会、会員増
強委員会、公共イメージ委員会、そして収
支予算についての協議となります。1年のス
タートにあたっての大切な協議会です。皆
様のご協力をどうぞよろしくお願いいたし
ます。
そして、来週7月20日の例会には、名誉会
員 海上自衛隊佐世保地方総監 海将 西
成人様に卓話をいただく予定です。ぜひ多
数のご出席をいただきたくよろしくお願い
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 報 告
幹事 福田 金吾
1.台南RC
会長 王慶君（Poze）さん
安倍晋三元総理大臣のお悔やみ
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2.佐世保東RC
2022-23年度「クラブ現況と活動計画書・
前年度活動報告書」
3.佐世保学園長
橋下 雅彦 様
第72回社会を明るくする運動「意見発表
会」お礼状

委員会報告
■ローターアクト委員会 委員長 谷川 辰巳
去る 7 月 8 日㈮ 19：00より、
広田町のパラダイスボウルに
おきまして、本年度最初とな
るボウリング例会が開催され
ました。当日は、ローターア
クターに加えボランティアクラブ、顧問の
先生方、そしてロータリアン、総勢22名で
の開催でした。当クラブからは、坂元大委
員長、安部副幹事、私の3名にて参加させて
頂きました。参加者全員で楽しい時間を過
ごさせて頂き、年度初めの例会として大変
有意義な会となりました。今後も、月1回の
例会を予定しております。皆様方にもお声
かけさせて頂くこともあろうかと思います
ので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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■職業・社会奉仕委員会
委員長 坂根
ビーチ・クリーンアップのご案内
日時／7月18日（月・祝）
8：30集合
9：00開始 1時間程度
集合場所／九 十九島パール
シーリゾート大芝生広場
参加者数／佐世保RCより12名予定

毅

◦海きらら 第3駐車場から大芝生広場に横
断歩道を渡ったあたりでお待ちしており
ます。
◦第3、4、5駐車場は最初の3時間無料です。
当日は記念撮影を行います。

その他の報告
■副会長報告
副会長 大久保利博
7月7日、 市 内8ク ラ ブ 会 長
幹事合同で、佐世保市役所に
出向き、当クラブの名誉会員
でもある、佐世保市長朝長則
男様を訪問しました。
当日は、中村徳裕会長に代わって副会長
として私と、福田金吾幹事と2名で出席しま
した。

■新型コロナ感染予防に関する注意
会場監督 黒木 政純
新型コロナ感染者の全国的
な拡大を受けて、今一度、例
会での感染対策を会員の皆さ
まにお願いします。昨日、長
崎県内では過去最高の849名
の感染者、佐世保市でも211名となっていま
す。 ま た、 オ ミ ク ロ ン 株 の 新 し い 変 異 株
BA.5が長崎県でも確認され感染力が増強し
ていますので、第7波を迎えたと言えます。
7月8日からは佐世保市の感染レベルが再び1
から2-Ⅰに引き上げられました。長崎県は
レベル1のままですが、昨日の大石知事の会
見では、県全体のレベル引き上げも示唆さ
れていました。
特に私から新しい提案はありませんが、
最近コロナに対する警戒心が緩んできてい
ましたので、改めて基本的な感染予防の徹
底をお願いします。
①例 会場に入室する際の手指の消毒、出来
れば手洗いも
②例 会中のマスク着用、食事中はやむを得
ませんが、歌唱時、会話時にはマスク着
用を忘れず、壇上の発言者のみマスクを
外してください。また、会話に邪魔な透
明シールドですが、うまく活用してくだ
さい。
③体調の悪い方、コロナに不安がある方は、
思い切って欠席して、コロナ特例出席免
除申請書を提出してください。
現在のところ、国や自治体からの行動制
限は出ていませんが、県内レベルが2-Ⅱに
なれば規制がかかるかもしれません。以前
の長い休会中に、ロータリークラブの基本
は例会と会員同士の親睦であり、一番の魅
力であることを痛感しました。これからの
withコロナ時代でも同様に例会と親睦を楽
しんでいきたいと思いますので、皆さまの
ご協力をよろしくお願いします。

慶

祝

親睦活動委員会
⃝今月の誕生祝い
松本 英介 さん（ 1日）
庭木 香充 さん（ 2日）
田中丸善弥 さん（ 4日）
中村 徳裕 さん（ 6日）
立花 秀樹 さん（15日）
福田 金吾 さん（15日）
廣瀬 章博 さん（17日）
木村 公康 さん（27日）
池田 真秀 さん（28日）

岩崎

正俊

ニコニコボックス
親睦活動委員会 米倉洋一郎
田中丸善弥 さん、庭木 香充 さん
中村 徳裕 さん、立花 秀樹 さん
福田 金吾 さん、廣瀬 章博 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。
橘髙 克和 さん
遅ればせながら、中村丸の船出を祝して。
中村徳裕会長、福田金吾幹事、安部雅隆副
幹事、ご活躍を祈念します。

◇

ニコニコボックス

本日合計
累
計

8,000円
82,000円
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■会計報告

クラブ 協 議 会
■2022〜23年度会長
2022～2023年度 運営方針

中村

会計

徳裕

筒井

和彦

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。

■委員会活動計画
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。
■クラブ管理運営委員会
委員長 芹野 隆英

○親睦活動委員会
（長）安福 竜介 （副）陣内
○出席・例会委員会
（長）出端 隆治 （副）廣瀬
○プログラム委員会
（長）古賀 久貴 （副）松本

純英

＊今後の例会予定＊
7月20日

海将

章博
祐明

海上自衛隊佐世保地方総監

27日
8月 3日

西

成人 様

新会員卓話

庭木

香充 さん

 部重幸第5グループガバナー補佐
安
訪問
クラブ協議会

■会員増強委員会
委員長 池田 真秀
（発表者 長野 哲也）

10日

～指定休会～

17日

上村春甫ガバナー公式訪問
（佐世保西RCと合同例会）

○会員増強・職業分類委員会
（長）長野 哲也 （副）内海 暢邦
○ロータリー情報・文献記録委員会
（長）古賀
巖 （副）河原 忠徳

24日

佐世保工業高等専門学校
准教授

31日

入江

新会員卓話

英也 様
岩崎

正俊 さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

未定

■公共イメージ委員会
委員長 松尾 文隆

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

未定

○クラブ会報・広報委員会
（長）吉田 英樹 （副）中島

顕

＊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。

（今週の担当：中島
（カメラ担当：大塚

クラブ会報・広報委員会
（4）

委 員 長：吉田
副委員長：中島

英樹
顕

委

員： 船越
大塚

温・中村
隆夫・庭木

顕）
隆夫）

真弥
香充

