Rotary Opens Opportunities ̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
ホルガー・クナーク （ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンRC）
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遠田公夫 第5グループガバナー補佐訪問

クラブ協議会

相も知らずに田んぼの周りを歩いていました。
人間もある程度の負荷をかけることは時には必
要かもしれません。
今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間と
なっております。コロナ感染拡大の影響により、

会 長 挨 拶
会長

74.02 ％

会員拡大はいつも以上に厳しい環境とは思いま
加納洋二郎

すが、今後も地道に80名の目標を掲げ活動して

皆さんこんにちは。

いきたいと思います。会員のご協力をお願いし

猛暑の毎日となってまいりま

ます。

した。
自分のことで恐縮ですが、朝
は愛犬との散歩が日課です。
相浦なので、田んぼの中を歩きながら四季の
変化を楽しんでいます。
ひと月前の各地に大きな被害をもたらした集
中豪雨も、幸い当地は大雨の影響も少なく、今
は水田で稲がすくすくと育っています。
最近気づいたことですが、梅雨が明けて天気
が良くなると、田んぼから水が抜けて、泥がひ
び割れしているところをよく見かけます。
私の解釈では、最近は兼業の農家が多いので
大雨から一転して晴れ間になると、管理が行き
届かないのだろうと思ったりしていました。い
まどきは給水の自動化もできるはずなので改善
の余地ありと勝手に考えておりました。
最近学んだことですが、何とあれは稲の育て
方のテクニックだそうです。
農業に関係のある方にとっては常識のことと
思いますが、理由は水がたっぷりとある恵まれ
た環境に浸りすぎると根が地中深くまで入らず、
結果、弱い稲になるそうです。この時季に水を
からし、逆境において生命力を強くするためで
あるということです。“中干し”というそうです。
恥ずかしながら60余年相浦に在住しながら真

本日は、第5Gガバナー補佐訪問例会です。本
年度の第5グループガバナー補佐

遠田公夫さん

は、2015～2016年度の大神邦明さん以来の佐世
保クラブ選出のガバナー補佐です。
本日は宜しくお願い致します。
理事会報告
●新 型コロナ感染予防対策として

8月19日㈬

例会より9月2日㈬例会まで休会といたします。
●ガ バナー補佐訪問例会・ガバナー公式訪問の
対応について
本日は、第5Gガバナー補佐

遠田公夫さんを

お迎えしてクラブ協議会を開催します。
ガ バナー公式訪問は例会休会のため、会長・
会長ノミニー・幹事対応で、懇談会のみの開
催といたします。
●9月30日㈬観月例会は中止といたします。
急のことで皆さまにはご迷惑をお掛けいたし
ますが、それぞれ関係委員会は修正を行います。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ゲスト
第5グループガバナー補佐
遠田 公夫 さん
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幹 事 報 告

その他の報告

幹事
1．国際ロータリー日本事務局

納所

佳民

経理室

ピアノ復活
大津さんのピアノ生演奏が復活しました。

2020年8月のロータリーレートは、
1ドル＝105円です。
2．国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室
My ROTARYのリニューアルのお知らせ
My ROTARYアカウントの作成方法
3．国際ロータリー日本事務局

業務推進・IT室

会員増強・新クラブ結成推進月間リソースの
ご案内
4．公益財団法人

ニコニコボックス

ロータリー米山記念奨学会

親睦活動委員会

普通寄付金申告用領収証の申請について

第5グループガバナー補佐
5．地区幹事

迎

雅璫嗣 さん

遠田

松本

祐明

公夫 さん

少しは、ロータリーを勉強したように見えま

事務所休業のお知らせ

すか？当クラブより地区に出向、ガバナー補佐

8月13日㈭〜8月16日㈰

を拝命しております。頑張りますので、応援よ
ろしくお願いいたします。

6．地区編集長

馬場

泰造 さん
加納洋二郎 会長、納所

「ガバナー月信」執筆依頼（緊急）

佳民 幹事

福田

金吾 副幹事、福田

増本

一也 さん、草津

栄良 さん

円田

昭 さん、松尾

文隆 さん

木村

公康 さん、廣瀬

章博 さん

黒木

政純 さん、西田

勝彦 さん

森

勝之 さん、大神

吉史 さん

事務所休業のお知らせ

筒井

和彦 さん、古賀

巖 さん

8月13日㈭〜8月17日㈪

谷川

辰巳 さん、坂根

毅 さん

大久保利博 さん、指山

立 さん

＊依頼内容 「コロナ禍等自然災害における各
クラブの支援事業緊急報告」
＊原稿締切

2020年8月4日㈫ ※初回締切日

①佐世保RC⇒支援事業実績なし にて報告済み
7.次年度地区幹事

岡田

康信 さん

金治 さん

安福

竜介 さん、安部

雅隆 さん

例会場・時間変更のお知らせ

陣内

純英 さん、長野

哲也 さん

日時／毎月第四木曜日 12：30〜

井上

斉爾 さん、円田

浩司 さん

会場／平戸海上ホテル

有薗

良太 さん、坂元

崇 さん

佐々木秀也 さん、髙田

俊夫 さん

8．平戸RC幹事

林

康一 さん

↓

大神

日時／毎月第四木曜日 19：00〜

邦明 さん

遠田ガバナー補佐の来訪を歓迎してニコニコ

会場／平戸市社会福祉協議会2階

します。
9．佐世保中央RC会長

池永

隆司 さん

30周年実行委員会会長

竹本

慶三 さん

30周年記念実行委員長

井上

亮 さん

創立30周年記念式典・祝賀会について
（会員・家族のみ開催）
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坂本
1位

敏 さん
役員交代記念コンペ（朗遊会）において

久々に優勝することができました。
ありがとうございました。

松尾
2位

慶一 さん

お願いいたします。
そして加納新会長におかれましては、引き続

ベスグロも取りました。

き、コロナ情勢に対する未体験の対応に加え、
松尾
3位

貴 さん

70周年という、昔であれば大騒動したであろう

ついにここまで来ました（笑）。

松尾慶一さんのミラクルなショットとパット

節目の年を、事も無げに、舵取りを始められた
姿勢に心からのエールを送ります。

のお手本と、福田金吾くんの的確なアドバイス

さて、ガバナー補佐って「一体、何？」から

のおかげです。お二人ともありがとうございま

簡単に話をしますと、文字通りガバナーの補佐

した。次は100切ります‼

役で、2740地区を10のグループに分け、10名の
補佐が、それぞれの地域とのつなぎ役をいたし
ます。私ども、佐世保RCは、西RC、平戸、北松浦、

ニコニコボックス

◇
本日合計
累
計

松浦と共に第5グループに所属、5年に1回、その
39,000円

役が巡ってきます。何のためにそれぞれのクラ

216,000円

ブを訪問するのかと言えば、軍隊で言えば、斥
候のようなもので、8月19日の花島ガバナーの
公式訪問に備え、このクラブの事前勉強をして
報告、参考にさせていただくためのものです。

クラブ 協 議 会
会長

ガバナー補佐というと敷居が高く、人選が難
しいのですが、私の場合は、私が会長の時にお
世話になった木村直前会長との軽い会話がきっ

加納洋二郎

かけで、お引き受けしました。場違いな役職で

「クラブ現況・活動計画および報告書」の冊子

すが、国際RCのクナーク会長は、一生懸命やれ
ば何とかなると言っております。幸い、我がク

を参照してください。

ラブには、ロータリーの優等生ではなかったが

総
第5グループガバナー補佐

大役をこなした大神パストガバナー補佐の前例

評
遠田

もありますし、分からないことはパストガバナ
公夫 さん

ーの福田さんや安部さんに聞けば何でも教えて

今日は、第2740地区の花島ガ

もらえる安心感もあります。どうか、5年後、ご

バナーの名代で出席いたしまし

指名を受けられた方は、快くお引き受けくださ

たが、まずもって、任期を終え

い。ともあれ、当クラブの名誉を傷付けぬよう

られた、木村直前会長へ心から

頑張ります。

の敬意とおねぎらいを申し上げ

ご支援よろしくお願いいたします。

ます。昨年の6月末に華やかな交代式でスター

ここで補佐としてのお話をさせていただきま

ト、前半戦の会長挨拶では「噛み、噛み」なが

す。ご存知の通り、今年度のRI会長はドイツ人

らも、クラブ会報をアナログからデジタルに変

のクナーク会長で、テーマは「ロータリーは機

更、映画例会や忘年家族会など斬新的な企画を

会の扉を開く」＝Rotary Opens Opportunity で

実践、しかし、後半戦に入ると、歴代のどの会

すが、早い話、「ロータリーにはちょっと頑張

長も経験したことのない難題、一つはコロナ、

れば、山のような機会がある」ということです。

そして二つ目は、例会場の移転、引っ越しとい

詳しい説明は来週の公式訪問でガバナーがお話

う難題が降りかかってまいりました。特に、コ

しされますので割愛させていただきます。

ロナの緊急事態宣言による例会や諸行事の中止、

もう一つ、テーマに沿った三つのドアの色で

会員の安全などの重大な判断を迫られた1年間で

すが、何の色かご存知でしょうか？

青はロー

した。しかし、この難局の中、後半戦になると、

タリーの基本カラーであるロイヤルブルー、黄

会長挨拶は、原稿なしでスラスラ、全く、
「噛み、

色はロータリーの歯車の色ゴールド、そして赤

噛み」が姿を消し、風格さえ出てきました。く

っぽいのがローターアクトのテーマカラーのク

れぐれも、気疲れで、寝込んだりしないように

ランベリー色だそうです。その意味はロータリ
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ーは若者の発想を取り入れ、変革をしつつ時代

心の注意は払わなければならない、ということ

の急速な変化に対応すべき！という意味が込め

だけは肝に銘じておかなければなりません。ま

られているそうです。

た、IATクラブの運営も新たな息吹が出ていま

時あたかも、新型コロナウイルスの感染拡大

す。グループ内で協力して学校を選び、管理運

により、医学では抗体や治療薬の研究、経済で

営はグループ内で毎年輪番制、費用も平等に負

はビジネスの凋落や交付金を中心とした支援政

担、新しいインターアクトのあり方として注目

策、一方で新しい創意工夫の手法もいろいろ出

されております。
最後に、IMにつきましては、時期と内容を勘

現しております。
例えば、私の放送業界では福岡から来ている

案しながら、する、しないを決めますが、もう

スタッフは、タブレットを使って福岡の会社か

少し時間をいただきます。新たな戦略委員会で

らリモート出演と共に、見えるラジオを目指し、

は、5年、10年先の佐世保クラブのありようを

FBでの同時中継など、佐世保のスタジオにリス

議論いただき、ワンコイン運動によるポリオ撲

クを冒して来なくても放送できる創意工夫をし

滅にも引き続きご貢献いただきますようお願い

ております。所謂テレワークやリモート出演で

して総評といたします。

す。
一方、過日、俳句の先生でタレントの「夏井
いつき」の俳句イベントを実施した時は、全観
客の検温、マスク着用、消毒を必須とし、客席
は全席指定の上に前後左右空席に、終演後は葬
儀場のように1列ずつ順に退場いただきました。

＊例会休会のお知らせ＊

全くの非日常のアルカスになりましたが、人件
費、設備費などのコスト負担も大きいものがあ

理事会におきまして長崎県下においても新型

りました。更に、最近では、結婚式までウェブ・

コロナウイルス感染者が増加してきたことを踏

ウェディングの時代となりました。私ども、ロ

まえ9月2日例会まで休会を決議いたしました。

ータリーも従来型の対面会議、対面懇親会など
に代わり、新しい生活様式ならぬ新しいロータ
リーライフを模索しなければならない時代に入
っています。
全国のRCに目を転じると、例会を月2回に減
らしたり、ライングループでの理事会、Zoomを
使った例会、WEB懇親会などが模索されており

8月12日㈬

指定休会

8月19日㈬

例会休会（定款第7条第一節⒟⑶による）

8月26日㈬

例会休会（同上）

9月 2日㈬

例会休会（同上）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

ます。

未定

近場では、諫早RCのIATの高校生が就活中に
感染してロータリーが休会になったケース、他

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

にも、例会は十二分なソーシャルディスタンス

未定

を設け、食事は持ち帰り、担当者はフェースシ
ールド着用、ロータリーソングはCDで聞くだ
け！などをされているクラブもあります。今ま
でのような対面式の委員会、例会や懇親会は確
かに和やかで楽しいが、万一、RC内でクラスタ

＊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。

ーでも発生したらというリスクは常に抱えてお
ります。新型コロナを恐れることはないが、細

クラブ会報・広報委員会
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委 員 長
副委員長

（今週の担当：浦
義浩）
（カメラ担当：大久保利博）
大久保利博
安福 竜介

委

員

萩原多恵士 ・ 陣内
坂根
毅・浦

純英
義浩

