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2020～2021年度 テーマ Rotary Opens Opportunities　̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
2020～2021年度 R.I.会長 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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Club of Sasebo

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 9 16 3,399 7

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）・出席 61 名・欠席 18 名・ビジター 0 名・出席率 77.22 ％

《 7月29日》会員数 77 名（出席免除会員 23 名）・出席 54 名・欠席 23 名・メークアップ 5 名 

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、お久しぶりです。8月
5日の遠田ガバナー補佐をお迎え
しての例会以来の再開です。約
ひと月半の御無沙汰でしたがこ
の間にも世間では様々なことが
起こりました。
　まず身近なこととして台風9号、10号が通過
いたしました。これらの通過により佐世保の地
にもさまざまな被害をもたらしましたが、とり
わけ10号に関しては前例のない最大級の台風と
いうことで、皆様できる限りの災害準備をされ
たことと思います。確かに強い勢力の台風10号
でしたが、それでも予想通りには発達しなかっ
たのは9号の通過による海水温低下が一因にある
と発表されていましたが不幸中の幸いだったと
思います。9号のおかげだったのでしょうか。
　大坂なおみさんが全米オープンで優勝。また
一つ偉業を成し遂げられました。USAの抱える
社会問題をアピールしつつの大会となりました
が、勝者の顔に成長の跡がみられ、今後、更に
期待できそうです。
　安倍総理が体調不良の引退、そして菅さんが
ダークホース的に抜擢。菅さんは秋田の湯沢高
校出身とのこと。湯沢高校は高校時代のハンド
ボールインターハイの決勝戦で対戦し敗戦した
苦い懐かしい思い出です。とにかく粘り強いチ
ームカラーでこの粘りが菅さんのキャラクター
にダブります。“国民のために働く”のみならず
“世界の日本”も是非意識して頑張っていただき
たいと思います。

　本日は卓話の時間はありません。今後の例会
の在り方、また70周年事業に関して説明をさせ
ていただきます。ありがとうございました。

9月2日開催の理事会報告
〇8月19日㈬
　�花島ガバナー公式訪問懇談会開催（レオプラ
ザホテルにて）
　随行者：遠田ガバナー補佐
　　　　　迎地区幹事、平川地区副幹事　
　�例会休会中にて、加納会長、菅沼会長エレクト、
納所幹事で対応。
〇コロナ禍における例会の開催に関して協議
〇70周年事業に関して
　�次回9月30日㈬例会にて、70周年タイムを行
います。
　�　コロナ禍において従来の活動が制限される
中、どのような節目事業を行うべきか70周年
事業準備委員会でも頭を痛めております。次
回例会では、皆さんの斬新なご意見を伺う時
間といたします。またアンケート用紙も準備致
しますのでご協力をよろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

入　会　式
■船越　温 さん
　㈱メモリード　常務取締役
　推薦者：安部　直樹�会員
　　　　　福田　金治�会員（カウンセラー）
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
■山口　健二 さん
　㈱西肥自動車　代表取締役社長
　推薦者：増本　一也�会員（カウンセラー）
　　　　　納所　佳民�会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
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幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．ロータリーの友委員会　委員長
　一般社団法人ロータリーの友事務所

　代表理事　鈴木　　宏 さん
　新型コロナウイルス感染症に関する友事務所
対応の件（8報）
　①�『友』配布に関して
　　極力第1例会日にクラブへお届け
　②友事務所運営について
　　�友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で
業務に当たります。

　　問い合わせ対応時間は10：00〜17：00です。

2．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　ハイライトよねやま246号　お知らせ

3．日台ロータリー親善会議
　総裁　大島　英二 さん

　第7回日台ロータリー親善会議福岡大会実行委員長
　2019-2020年度 第2700地区ガバナー

灘谷　和徳 さん
　第7回　日台ロータリー親善会議福岡大会開催
中止のご報告

4．第2740地区RLIDL研修準備委員会
　委員長　吉岡　義治 さん

　RLIDL研修への参加依頼
　（リーダーシップ研究会　ディスカッションリーダー）
　開催日は改めてご連絡させていただきます。

5．地区社会奉仕委員会
 委員長　佐藤　　誠 さん
　「ロータリーデー」看板・のぼりの製作・提出
について
　社会奉仕活動アンケートの結果報告

6．ガバナー事務所より
　ロータリーリーダー　クラブと地区リーダー
の成功をサポート

退 会 挨 拶
小村　英司 さん
㈱商工組合中央金庫
佐世保支店長

北野　慎司 さん
いちよし証券　佐世保支店長

　大変お世話になりました。

慶　　　　祝
親睦活動委員会　森　　勝之

◯今月の誕生祝い（8月分・9月分）
８月　溝口　尚則�さん、筒井　和彦�さん
　　　橘髙　克和�さん、松尾　　貴�さん
　　　浦　　義浩�さん、萩原多恵士�さん
　　　松尾　慶一�さん、吉田　英樹�さん
９月　米倉洋一郎�さん、田中丸善保�さん

左から 船越 温さん、山口健二さん、会長加納洋一郎さん
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出席・例会委員会　浦　　義浩
◯出席100％表彰（8月分）
　菅沼宏比古�さん（23回）
　安部　雅隆�さん（ 3回）　

◯永年会員表彰（9月分）
　中島　祥一�さん（35年）

親睦活動委員会　森　　勝之
◯結婚記念月のお祝い（8月分）
　玉野　哲雄・貞子�さん�ご夫妻（13日）

ニコニコボックス
第2740地区　花島　光喜ガバナー
　8月9日公式訪問の地区懇談会に寄贈

親睦活動委員会　内海　暢邦
山口　健二 さん
　本日より、よろしくお願いいたします。

加納洋二郎 会長、納所　佳民 幹事
福田　金吾 副幹事、坂元　　崇 さん

福田　金治 さん、廣瀬　章博 さん
草津　栄良 さん、増本　一也 さん
森　　勝之 さん、松本　祐明 さん
安福　竜介 さん、筒井　和彦 さん
古賀　　巖 さん、浦　　義浩 さん
大久保利博 さん
　船越　温さん、山口健二さんの入会を歓迎し
てニコニコいたします。

北野　慎司 さん
　この度、異動により退会させていただくこと
となりました。とても一言では言い尽くせない
くらい、お世話になりました。
　ありがとうございました。

小村　英司 さん
　佐世保ロータリーでの2年間、大変お世話にな
りました。

菅沼宏比古 さん、安部　雅隆 さん
　8月　出席100％表彰のお祝い、ありがとうご
ざいます。

溝口　尚則 さん、筒井　和彦 さん
橘髙　克和 さん、松尾　　貴 さん
浦　　義浩 さん、吉田　英樹 さん
　8月　誕生月のお祝い、ありがとうございます。

米倉洋一郎 さん
　9月　誕生月のお祝い、ありがとうございます。

玉野　哲雄 さん
　8月　結婚記念月のお祝い、ありがとうござい
ます。

坂根　　毅 さん
　父の初盆に際し、ありがとうございました。

◇
� 8月19日　　　5,000円
ニコニコボックス� 本日合計　　 31,000円
� 累　　計　　252,000円
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with コロナにおける例会について

会長　加納洋二郎
1．はじめに 
　with�コロナ時代の中で、集い、親睦を深め、
奉仕の機会を広めるというロータリーの基本的
な目的を実現すべく、当クラブとしては感染防
止策を徹底した上で、できる限りの例会開催を
継続してまいります。
2．感染防止策の徹底
　例会場に入る前は、感染防止のため以下の徹
底をお願いいたします。
　◦検温の実施
　◦手洗い・手指の消毒
　◦マスク着用（食事中以外）
3．外部者について
　◦当面、外部卓話はお呼びしない
　◦�市内8クラブ間はしばらくの間、互いに例会
訪問は控える（メークアップについては後
述）

4．メークアップについて
　Ａ．各RCへのメークアップ
　　◎市内8クラブ
　　◦�各RC例会場入り口にて、ビジター受付

のみを行うことで、メークアップとする�
（ビジター費なし）

　　※本件、市内8RC会長幹事会で協議中
　　◦�訪問されたRCが休会の場合、事務局へ申告
　　◦�市内8クラブの例会開催状況は、クラブ

HP、事務局からの連絡等で共有する
　　◎市内8クラブ以外
　　◦�できる限り、訪問を控える
　Ｂ．�IA、RACやクラブ・地区ロータリーの公

式行事参加によるメークアップ
　　　�　西海学園IAC、長崎国際大学RACへの

出席や、クラブ・地区行事参加でメーク
アップになります。

　Ｃ．ロータリーＥクラブでのメークアップ
　　　�　オンラインで24時間いつでも参加でき

る「ロータリーEクラブ」を活用ください。
ただし、メークアップ料の支払いが必要
となります。

　　　※�詳しくは、クラブ定款第10条第1節⒟を
参照ください。

5．出席免除届 
　感染拡大地域・警戒地域との往来により、新
型コロナウイルス感染症への感染が疑われる、
あるいは大事をとって例会を欠席される場合は、
感染拡大防止の観点から『コロナ特例出席免除
申請書』を提出いただくことで、出席免除とし
て取り扱うものといたします。
6．その他 
　◦�会場の準備の都合上、1か月分の出欠をあら
かじめ伺うようにします。

　◦�卓話の時間は、創立70周年関連について多
くの時間を取るようにします。

＊今後の例会予定＊
 9月23日㈬　指定休会　定款第7条第1節⒟

 9月30日㈬　夜例会（70周年タイム）18：30〜

10月 7日㈬　新会員卓話　出端　隆治�さん

　　　　　　（㈱デバタ　代表取締役社長）

10月14日㈬　会員卓話

　　　　　　パスト会長　遠田　公夫�さん

10月21日㈬　新会員卓話　内海　暢邦�さん

　　　　　　（㈱森白汀　代表取締役）�

10月28日㈬　夜例会（70周年タイム）18：30〜

＊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。
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（今週の担当：安福　竜介）
（カメラ担当：陣内　純英）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅 ・ 浦　　義浩

花島光喜ガバナー公式訪問懇談会
日時：8月19日㈬　11：30～　会場：レオプラザホテル佐世保

「ガバナー公式訪問クラブ報告」
幹事　納所　佳民

　8月19日㈬、レオプラザホテル佐世保にて、
花島光喜ガバナー、遠田公夫第5グループガバ
ナー補佐、迎地区幹事、平川副幹事の計4名を
お迎えして、公式訪問例会を開催いたしまし
た。例会に先立ち行われた会長、会長エレクト、
幹事との懇談会では、当クラブから現況や本
年度の運営方針の説明をさせて頂きました。
　花島ガバナーはRIのテーマ『ロータリーは
機会の扉を開く』をテーマに説明をしてい頂
きました。地区方針としては戦略計画委員会
の設置の要望、ロータアクトの強化、RLI（フ
ァシリテーション）方式の立ち上げ等の実践
の要望がありました。

　遠田ガバナー補佐からは当クラブの運営に
は特にロータアクトクラブの運営に感謝のお
言葉を頂きました。
　当クラブは本年度、設立70周年を迎えます。
また、台南RCとの姉妹クラブの締結も50周年
と記念すべき年です。如何にこのコロナの状
況の中で、クラブの皆様と式典などをすべき
かと悩む状況です。しかし、ロータリーの基
本である、親睦と友情を大切にして、記念に

残る年にしたいと考えます。
　当日は、新型コロナウイルスの状況を鑑み、
当クラブから加納会長、菅沼エレクト、そし
て幹事の納所の3名のみの公式訪問の出席とな
りました。会員一同でお出迎え出来なかった
のが本当に残念でした。
　今後とも花島光喜ガバナー、遠田公夫第5グ
ループガバナー補佐、迎地区幹事に於かれま
しては、今後ともご指導を頂くと共に、ます
ますのご活躍をお祈り申し上げます。


