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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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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 9 30 3,400 8

《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 23 名）・出席 54 名・欠席 23 名・ビジター 0 名・出席率 70.13 ％

《 8月 5日》会員数 77 名（出席免除会員 23 名）・出席 57 名・欠席 20 名・メークアップ 1 名 

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんばんは。
　2020～2021年度の7月1日の役
員交代式例会に始まり本日9月30
日の月末の例会をもって第一四
半期を終えることになります。
コロナ禍の中あっという間でも
あり長かったようでもあり、まずは頭を悩ませ
られた四半期でありました。
　本日はコロナ禍で予定していた観月例会も中
止とし、夜の例会とさせていただきましたが多
くの皆さんの出席でほっとしています。本日は
お食事をとりながらの“70周年事業”に向けて
の皆さんのご意見をうかがう例会と致しました。
　10月1日は歴では中秋の名月です。本来ならば
この素晴らしい季節の中で名誉会員もお招きし
て、お月様をめでながらの懇親会であったはず
なので誠に残念です。
　今だ尚、新型コロナ感染は一進一退のところ
ですが、経済の活性化の一旦としてGo to eat、
go to travel が実施され、10月1日からは東京都
民の移動も解禁となった模様でまさにさじ加減
の政策がとられているようです。
　報告事項ですが昨日28日㈪は、長崎国際大学
RACの今期初の例会に出席してまいりました。
詳細は委員会報告にて行ってもらいますがRAC
会員もコロナ禍において新入生の勧誘もままな
らぬ状況のようです。引き続き活動のサポート
行って参りたいと思います。
　また先日は2740地区国際青少年交換委員会の
樋口委員長とお話をする機会がありました。テ
ィファニーさん含むすべての交換学生が帰国し
て今年は休止の状態であるとのこと。来年8月か
らの再活動を目指しておられますが、現時点で
受け入れ再開を表明しているのは世界中で台湾
だけだそうです。そうなると世界中の交換学生

が台湾に入るということも起こりえます。コロ
ナ封じも含めて今アクティブな国であると思い
ます。
　佐世保クラブの70周年の記念式典までには台
南クラブの皆さんが来訪できる環境になってい
てほしいと祈るばかりです。
　本日は例会のセレモニー終了後の食事会とな
ります。ちょっと勝手が違いますが70周年事業
の在り方について、是非それぞれの皆さんで語
っていただければと思います。本日は宜しくお
願い致します。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
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幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．地区ファシリテーション委員会
　委員長　吉岡　義治 さん

　RLI方式によるDL育成研修会参加者推薦願
　（リーダーシップ研究会　ディスカッションリ
ーダー：進行役）
　研修日程
　パート1.　9月26日㈯　9：00～17：00
　 グランドはがくれ　佐賀市
　パート2.　9月27日㈰　9：00～17：00
　 佐賀市文化会館　大会議室
　パート3. 10月開催予定
　参加費　昼食代1,000円　教本代1,000円

2．第2740地区ガバナー事務所
　第2740地区　ホームページ更新のお知らせ

3．佐賀北RC 幹事　大坪　義典 さん
　例会場変更のお知らせ
　例会場／四季彩ホテル 千代田館
　期　間／2020年10月～2021年2月

4．米山梅吉記念館 理事長　積　　惟貞 さん
　賛助会員入会のお願い　年間1人3,000円
　米山梅吉記念館報2020秋号

委員会報告
ローターアクト委員会 委員長　中村　徳裕
長崎国際大学ローターアクトクラブ
第1回例会報告
日　時／2020年9月28日㈪
　　　　18：30～19：45
会　場／ ホテルオークラJRハウ

ステンボス 2階

出席者／長崎国際大学ローターアクトクラブ：5名
　　　　神山由梨会長、両羽元貴幹事、
　　　　林（リン）君（台湾からの留学生）、
　　　　中野結衣さん、指導教諭　劉雲楓先生
　　　　佐世保ロータリークラブ：６名
　　　　加納洋二郎会長、納所佳民幹事、
　　　　福田金吾副幹事、ローターアクト委員会
　　　　中村徳裕委員長、安部雅隆副委員長、
　　　　森勝之会員　計11名

　9月28日㈪18時30分より、ホテルオークラJR
ハウステンボスに於いて、今年度初めての対面
式での長崎国際大学ローターアクトクラブ例会
が開催されました。会員4名、指導の先生1名、
佐世保RCから6名が参加し、和やかで充実した
例会になりました。
　今年度は、大学が新型コロナウイルス感染予
防対策を厳しく実施されているため、授業もオ
リエンテーションもオンラインで、学内での対
面の行事が行えない状況が続いていました。
　今年度初めての試みとして、8月18日に、ズ
ームを使ったオンライン例会を開催しましたが、
今回が初めての対面でのライブの例会開催とな
りました。
　卓話講師を安部雅隆副委員長が務め、「標準ロ
ーターアクト・クラブ定款／細則」を示しながら、
RACの目的および目標など、団体の本質的な魅
力や、決め事について分かり易く解説されまし
た。
　その後のディスカッションでは、2つのテーブ
ルに分かれて着席した「RAC会員」と「佐世保
RC会員」が「長崎国際大学RACの課題／如何に
して新会員を増加させるか」について前向きな
意見を交わしました。「既存の会員がRACに入
会した動機」を、学生にとってのメリットとし
て打ち出したほうがよいという意見が出ました。
その中で、両羽君からは、「社会人との交流の機
会を持つことで、自分の将来に役立つスキルや
心構えを身に着けたいから」、留学生のリン君か
らは、「他の国の友人を作りたいから」「卒業後
も日本に残って頑張りたいので、日本の文化や
考え方を身に着けようと考えて入会した」など
の意見が出されました。
　RACの例会は原則として月2回開催すること
になっていますが、今年度はコロナの状況に対
応しながらの開催になると考えております。
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　佐世保RC会員の皆様には、RAC会員諸君の期
待に応えるためにも、是非積極的にご参加いた
だき、ご指導ご支援をよろしくお願いします。

退 会 挨 拶
黒江　章雄 さん
㈱九電工　佐世保営業所長

　大変お世話になりました。

慶　　　　祝
親睦活動委員会　小石原健二

◯結婚記念月のお祝い
　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）
　前田　隆夫・千鶴　 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）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　出端　隆治

黒江　章雄 さん
　急な人事により佐世保を離れることになりま
した。3年4か月と短い期間でしたが、いろいろ
と勉強させていただきました。
　ありがとうございました。



（4）

（今週の担当：浦　　義浩）
（カメラ担当：大久保利博）

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

納所　佳民 幹事、中村　徳裕 さん
谷川　辰巳 さん、長野　哲也 さん
黒木　政純 さん、前田　隆夫 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 9,000円
 累　　計 261,000円

創立70周年記念事業に関するアンケート調査

会長　加納洋二郎
70周年記念行事実行委員長　円田　　昭

　佐世保RCは過去70年間、先輩
各位のご努力で、着実な歩みと
共に、地域にも誇れる歴史を築
きあげて参りました。そして本
年度はまた新たな一歩を踏み出
す節目の大切な年を迎えております。
　しかし、今年は新型コロナウイルスが蔓延す
る事態となり、例会の休会をはじめ“集う”こ
とが基本にあるロータリー活動に多くの制限を
せざるを得ない状況となっております。
　我がクラブに掲げてある『出席といふ美しき
友愛を』という額縁が示してあるように、本来
ですと他クラブや姉妹クラブの方々にもご参集
いただき、記念すべき70周年を祝いたいと考え
ますが、新型コロナ禍の現状では“集う”とい
うことが社会的に困難な状況の中、70周年記念
事業のあり方も従来とは違った現況に沿った形
態が求められると考えます。
　そのような先が見通すことが難しい環境の中
で、我がクラブの記念すべき70周年の諸行事（記
念式典、祝賀会、記念事業等）をどのような形
式で実施すべきものかと苦慮いたしております。
　そこで、ロータリーの目的に則り、会員の皆
様に下記の設問にお答えいただき、そのお考え

を参考にして実行委員会で策定していきたいと
考えますので、何卒ご協力をお願いいたします。

＊今後の例会予定＊
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　増本　一也 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。


