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佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　01　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　4 9 28 3,452 5

会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　みなさまこんにちは。久し
ぶりの例会で皆様にお会いで
きて大変嬉しく思っていま
す。
　佐世保ロータリークラブと
しては、皆様の安全確保のため、8月3日か
ら9月21日まで7回分の例会を休会としてお
りました。
　結果的に、佐世保ロータリークラブが市
内で一番早く休会を決定し、例会再開が、
佐世保市内8クラブの中では最後になってし
まいました。みなさま大変ながらくお待た
せいたしました。
　この間、佐世保市内では休会しているク
ラブも多かったのですが、中には休会せず
に、お弁当を配布するなどの工夫をしなが
ら、開催を継続しているクラブもあったと
聞いています。
　まだまだ、コロナは油断できませんが、
皆様ご存じのとおり、国・県・佐世保市の
体制についても、社会の雰囲気についても、
行動制限を伴わない、経済や日常の活動を
継続していくことを前提としたものに変
わってきております。

　佐世保ロータリークラブの例会開催基準
について、9月21日にリモート開催形式で、
臨時理事会を開催し、あらためて変更決定
しましたので、ご報告いたします。

　これまでは、理事会の決定に基づき、長
崎県のコロナ感染「レベル2-2で休会」とし
ていましたが、これを「レベル3で中止」と
することに変更といたしました。
　「レベル2-2の場合」は、「執行部にて、ま
た必要によっては臨時理事会にて検討の上、
開催か休会かを決めること」としました。

台湾南部地震のお見舞いについて
　2022年9月17日に発生した台湾南部の地
震について、震度6強という大きな地震で、
皆様心配されていたことと思います。台南
RCのロジャーさんより、会員の皆様が、皆
様ご無事であったとの連絡をいただきまし
た。奉仕プロジェクト委員長　納所佳民さ
ん、国際奉仕・姉妹クラブ委員長　松尾慶
一さんと、会長・幹事の連名で、お見舞の
文書をお送りいたしました。

国際ロータリー2740地区 地区大会について
　2022年11月26日土曜日、佐賀市文化会館
におきまして、地区大会本会議が開催され
ます。理事役員の皆様、そして入会3年未満
の会員の皆様につきましては、特にご出席
いただきたく、スケジュールの調整とご協
力をよろしくお願いいたします。
　私自身の経験を振り返りますと、入会か
ら3年未満の時に、このような大会に出席す
る体験は、まさに「好意と友情を深める」
絶好の機会になったことを覚えております。
どうして新人ばかりに要請があるのかと
思ったこともありましたが、今振り返ると、

《本　　日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 44名・欠席 30名・（免除者欠席 13名）・ビジター 0 名・出席率 59.46 ％

《 7月20日》会員数 75名（出席規定免除 26名）・出席 44名・欠席 31名・（免除者欠席 18名）・メークアップ 0 名・修正出席率 77.19 ％
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クラブに所属する意義が深まるような親し
い交友関係を築く、貴重な機会だったと思
います。ぜひ、一緒に地区大会に参加いた
しましょう。

会 長 報 告
◯ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　斎藤　直美	さん
◯第8回 米山功労者マルチプル
　梅村　良輔 さん

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

8月
1.ポリオプラス担当部ディレクター
	 キャロル	A.	パンダック	さん
	 （Carol	A.	Pandak）
　優秀なロータリアンを推薦するチャンス
をお見逃しなく！
　1992年11月1日以降にポリオ根絶のため
に大きな貢献をしたロータリアンを称えま
しょう。

2.ロータリー囲碁同好会
	 GPFR日本支部幹事　太田　清文	さん
	 （東京RC）
　「第20回記念ロータリー全国囲碁大会」の
ご案内

　日時／2022年11月5日㈯　9：30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部
　　　　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）

3.地区米山奨学委員長	 松田　洋一	さん
　米山奨学生の出前卓話に関するお願い

4.長崎中央RC	 会長　岡村　展成	さん
	 IA年次大会実行委員長　今西　建夫	さん
　インターアクト年次大会終了の御礼

5.有田RC　
	 2021-2022年度会長　小林　成郎	さん
　60周年記念誌発行にあたって

6.平戸RC
　2022-23年度「クラブ現況と活動計画書・
前年度活動報告書」

7.長崎国際大学RAC	会長　神山　由梨	さん
　地区代表公式訪問例会のご案内
　日時／令和4年10月2日㈰　18：00〜
　例会場／ホテルオークラ JRハウステンボス
　登録料／2,000円（RAC1,000円）

9月
1.台南RC	 邱榮政（Roger）さん
　9月17日、18日の台東地震、台湾地震無事
のご報告
　2日連続で震度6強の地震

2.第2750地区　ガバナー	 富澤　為一	さん
　地区ロータリー財団委員長	 田中　　靖	さん
	 実行委員長　柳　　邦明	さん
　世界ポリオデー2022 ポリオ根絶啓蒙動画
素材ご提供のお願い
　送付先／世界ポリオデー2022 映画プレス
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　　　　　上映会実行委員長　柳邦明 宛
　E-mail／elf421@m2.pbc.ne.jp
　締切日／2022年9月21日㈬まで

3.ロータリー財団
　第1地域 E/MGA	細川　吉博	さん
　　　　　RRFC	 飯村　愼一	さん
　第2地域 E/MGA	杉岡　芳樹	さん
　　　　　RRFC	 服部　良男	さん
　第3地域 E/MGA	末長　範彦	さん
　　　　　RRFC	 永田　壮一	さん
　メジャードナー顕彰午餐会のご案内
　日時／2022年11月20日㈰ 9：30登録開始
　会場／神戸ポートピアホテル
　　　　南館1階大輪田

4.ロータリー公共イメージコーディネーター
　第2地域 ロータリーコーディネーター補佐
　　　　　桑澤　一郎	さん（茅野RC）
　第2地域 ロータリー公共イメージコーディネーター
　　　　　服部　陽子	さん（東京広尾RC）
　第1地域 ロータリー財団地域コーディネーター
　　　　　飯村　愼一	さん（宇都宮90RC）
　コーディネーターニュース10月号

5.国際ロータリー	 理事　佐藤　芳郎	さん
　「世界ポリオデー」WEBサイトのクラブ
へのご周知のお願い
　ポリオ根絶のウェブサイト（AAP rotary.org）と
　「世界ポリオデー」のポータルサイト
　https://www.endpoliorotary.club/home

6.地区インターアクト委員長	長戸　和光	さん
　インターアクト前期指導者研修のご案内
　開催日時／令和4年10月8日㈯
　　　　　　13：30〜15：00
　開催方法／Zoomによる
　　　　　　オンラインミーティング
　締切日／10月1日まで

7.ガバナーエレクト	 緒方　信行	さん
　次期地区幹事	 村瀬　高広	さん
　第2740地区ガバナーエレクト事務所9月

26日開設のご案内
　事務所／ 〒857-0874
　　　　　長崎県佐世保市京坪町2-3 Nビル2階
　TEL／0956-80-3148
　E-mail／ri2740ogata@beatsc.jp
　執務時間／10：00〜16：00（月〜金曜日）
　事務局長／峯　　徳秀
　副事務局長／近藤　竜一
　事務局／市瀬　香理

8.佐世保北RC	 会長　村瀬　高広	さん
　	 幹事　小西　研一	さん
　事務局員交代のお知らせ
　事務局執務時間のお知らせ
　 令和4年9月21日から月曜日、金曜日のみ

執務時間10：00〜15：00
　担当／村瀬、小西

9.佐世保南RC	 会長　宮地　　学	さん
　事務局員交代のお知らせ
　執務時間／9：00〜17：00（月〜金曜日）
　新事務局員名／月岡美穂子
　　　　　　　　（2022年9月21日より）

幹事　福田　金吾
10.第2740地区ガバナー
　上村　春甫	さん
　地区大会実行委員長
　織田　徳彌	さん
　2022-2023年度　地区大会・
親睦ゴルフ大会のご案内
　地区大会／11月26日㈯
　　　　　　12：30点鐘〜18：00終了
　記念講演／池上　　彰 氏 15：00〜16：20
　親睦ゴルフ大会／11月27日㈰ 受付7：00
　場所／フジカントリークラブ（佐賀市富士町）
　参加費／5,000円　プレー費は各自で負担
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退 会 挨 拶
　いちよし証券株式会社　船場　昭裕	さん

　1年という短い間で退会す
ることをお許しいただきたい
と思います。
　コロナ禍ということもあ
り、また、個人的にヘルニア
を患い、例会の参加もままならなかったこ
とが心残りです。
　歴史と伝統のある佐世保ロータリークラ
ブでの体験・経験を大切にしていきたいと
思います。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　陣内　純英

⃝今月の誕生祝い
　8月
　溝口　尚則 さん（ 4日）
　山口　幸生 さん（ 4日）
　筒井　和彦 さん（ 7日）
　橘髙　克和 さん（ 8日）
　松尾　　貴 さん（ 8日）
　松尾　慶一 さん（11日）
　吉田　英樹 さん（30日）

　9月
　米倉洋一郎 さん（ 6日）
　岩崎　正俊 さん（14日）
　田中丸善保 さん（19日）

⃝結婚記念月のお祝い
　9月
　河原　忠徳・綾香　 さん ご夫妻（ 3日）
　下田　弥吉・律子　 さん ご夫妻（ 7日）
　納所　佳民・季代子 さん ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子 さん ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子　 さん ご夫妻（18日）
　谷川　辰巳・由佳　 さん ご夫妻（18日）
　長野　哲也・純子　 さん ご夫妻（23日）
　黒木　政純・結花　 さん ご夫妻（28日）

	 出席・例会委員会　廣瀬　章博
⃝永年会員表彰
　8月
　菅沼宏比古 さん（25年）

⃝出席100％表彰
　8月
　中島　　顕 さん（ 2回）

⃝永年会員表彰
　9月
　中島　祥一 さん（37年）
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＊今後の例会予定＊ 

10月 5日  長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点　
マネージャー　渋谷　　厚 様

　　12日 新会員卓話　岩崎　正俊さん

 JR九州ハウステンボスホテル㈱代表取締役

　　19日 一般社団法人佐世保青年会議所

 理事長　下津浦朱門 様

　　26日 佐世保商工会議所青年部

 会長　川口　直人 様

＊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＊

　日時／10月2日㈰ 18：00〜 公式訪問例会
　会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 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：船越　　温）
（カメラ担当：吉田　英樹）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

ニコニコボックス
親睦活動委員会　山口　幸生

中村　徳裕	会長、福田　金吾	幹事
安部　雅隆	副幹事
　2ヵ月ぶりの例会開催にお喜び申し上げ、
ニコニコさせていただきます。
　会員の方々に楽しんでいただける例会を
開催できるよう、執行部一同頑張っていく
所存です。今後とも御協力の程、お願い申
し上げます。

大久保利博	さん
　第1回朗遊会にて優勝しましたのでニコニ
コします。

米倉洋一郎	さん、田村　和大	さん
　第1回朗遊会にて入賞しましたのでニコニ
コします。

中川　知之	さん
　交通事故で3ヵ月入院しておりました。コ
ロナ禍でしたので面会はなしで、部屋から
出れず、ストレスだまりでした。やっと外
に出れて、幸せです。仕事もやっております。
有難うございます。又宜しくお願い致しま
す。

山口　幸生	さん、筒井　和彦	さん
松尾　慶一	さん、𠮷田　英樹 さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございます。

菅沼宏比古	さん、中島　　顕	さん
中島　祥一	さん
　永年表彰ならびに出席100％表彰、ありが
とうございます。

中村　徳裕	さん、池田　真秀	さん
谷川　辰巳	さん、黒木　政純	さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありが
とうございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 18,000円
 累　　計 167,000円


