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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）

会　長：加納洋二郎　　　幹　事：納所　佳民
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

R.I.  D.2740  JAPAN
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　2 11 4 3,405 13

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 24 名）・出席 46 名・欠席 30 名・ビジター 0 名・出席率 60.52 ％

《10月21日》会員数 76 名（出席免除会員 24 名）・出席 51 名・欠席 25 名・メークアップ 0 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん　こんにちは。

　最初に朗報をお伝えいたしま

す。長島　正パスト会長がめで

たく藍綬褒章を受章されました。

心よりお慶び申し上げます。本

日は欠席のため改めてお祝いをお伝えしたいと

思います。

　さて、いよいよアメリカ合衆国の大統領選挙

の日となりました。どちらが勝利しても平穏無

事におさまるのか、これまでにないような国内

情勢をさらけ出しての選挙戦です。世界中が注

目する中、日本も為替相場や株価など経済的に

も少なからず影響を受けるため良い方向に収ま

ることを祈るばかりです。

　ところで、火曜日の投票日の起源はもともと

キリスト教の民族国家であり、日曜日の教会礼

拝は欠かせないため、また投票所に行くまで一

昼夜を要した時代でもあり、火曜日で設定され

たとのこと。それが現在の法律になったようで

す。

　本日の卓話は青年会議所理事長　長島正太郎

さんです。本日は宜しくお願いいたします。

　新型コロナ感染症も相変わらず世界中で一進

一退の状況です。季節柄皆さん十分に予防対策

をお願いします。今月も元気に乗り切りましょ

う。

　本日理事会を開催致しましたので下記ご報告

いたします。

〔理事会報告〕

〇�11月11日㈬　新会員研修会および歓迎懇親会

について協議。

　　短縮例会の後、歓迎懇親会を行います。

〇12月2日㈬　年次総会開催の件

　�　会長指名委員会より会長ノミニーの報告が

あります。

　�　菅沼会長エレクトより次年度の役員・理事

の発表です。

〇忘年家族会の実施内容・予算の協議

　�　12月19日　ホテルオークラにて開催しま

す。近々に案内をいたします。

〇�委員会上期事業報告及び下期事業計画書提出

の件

　　12月 2日㈬　小委員長宛提出依頼

　　12月16日㈬　大委員長宛提出締め切り

　�　今年度はコロナ禍で事業中止が多かったと

思いますが提出願います。

〇11月・12月　例会プログラム

　　11月 4日　佐世保青年会議所理事長

　　　　　　　長島正太郎さん

　　　　11日　夜例会　新会員歓迎懇親会

　　　　18日　会員増強委員長　草津栄良さん

　　　　25日　米山奨学生　レーチュンハイさん

　　12月 2日　第5グループガバナー補佐

　　　　　　　遠田公夫さん

　　　　 9日　新会員　指山　立さん

　　　　16日　新会員　中島　顕さん

　　　　23日　新会員　長野哲也さん

〇会員退会に伴う役職変更の件

　　職業・社会奉仕委員長
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　�　黒江章雄さん退会により同副委員長の�

松尾　貴さん

　　出席・例会委員会副委員長

　　北野慎司さん退会により同委員の浦　義浩さん

　　それぞれ快諾ありがとうございます。

〇�2021年1月27日㈬　長寿祈願祭および祝賀会

開催の可否

　�　コロナ禍の情勢を考慮しながらではありま

すが開催前提で準備致します。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

◯卓話者

　佐世保青年会議所� 理事長　長島正太郎�様

◯ゲスト

　佐世保青年会議所� 専務理事　田端　真人�様

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2020年11月のロータリーレートは、

　1ドル＝104円です。

2．台南ロータリークラブ
・台南ロータリークラブ季刊（夏号）5冊

・2019-2020年度季刊合訂本

・会員名簿

ニコニコボックス
親睦活動委員会　長野　哲也

坂本　　敏 さん
大久保利博 さん
米倉洋一郎 さん
　朗遊会にて入賞しましたので、ニコニコいた

します。

加納洋二郎 会長、納所　佳民 幹事
福田　金吾 副幹事、中島　　顕 さん
長野　哲也 さん、松本　祐明 さん
岸川　善紀 さん、内海　暢邦 さん
米倉洋一郎 さん、井上　斉爾 さん
出端　隆治 さん、円田　浩司 さん
廣瀬　章博 さん、草津　栄良 さん
古賀　　巖 さん、円田　　昭 さん
坂元　　崇 さん、大神　吉史 さん
谷川　辰巳 さん、黒木　政純 さん
木村　公康 さん、増本　一也 さん
福田　金治 さん、筒井　和彦 さん
田中丸善保 さん、田中丸善弥 さん
大久保利博 さん、安部　雅隆 さん
中村　徳裕 さん、安福　竜介 さん
坂本　　敏 さん、芹野　隆英 さん
中川　知之 さん、岡　　英樹 さん
大神　邦明 さん、玉野　哲雄 さん
　佐世保青年会議所　長島正太郎理事長の卓話

に期待してニコニコいたします。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 39,000円

� 累　　計� 424,000円
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卓　　　　話
「勇往邁進～明るさと活力を持って～」
～一般社団法人 佐世保青年会議所
　第67代理事長として～

一般社団法人 佐世保青年会議所
第67代理事長　長島正太郎 様

　本年で一般社団法人佐世保青年会議所は創立

67周年を迎えます。諸先輩方の高い志と地域に

根差した活発な活動のおかげで佐世保の輝かし

い歴史が刻まれてきました。これからも我々が

まちの未来を見据え力強く運動を展開するため

に本年、佐世保青年会議所では「勇往邁進～明

るさと活力を持って～」のスローガンのもと、

会員一人ひとりが若者らしく活力を持って挑戦

し、明るく前向きに活動することで魅力溢れる

人材へと成長できる組織を構築しております。

　本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

で、3月半ばより通常の事業を行うのが困難な状

況となりました。年当初に計画していた、アメ

リカンフェスティバルなどの事業を中止にする

代わりに、コロナ禍の状況の中において我々が

できることを模索し「新型コロナウイルス感染

症支援事業」として、学校が休みになり子ども

への昼食を作ることが負担となるひとり親家庭

や困窮しているご家庭に、子ども食堂もくもく

様のご協力をいただきながら1週間で550食を提

供する事業や、県外に進学している佐世保出身

の学生に向けて県産米などの食料を段ボールに

詰め学生支援パックを作り、コロナ禍でアルバ

イトが思うようにできなかったり、帰省ができ

ない学生300名に発送する事業を行いました。

　また、対内事業や活動に対しましては、新し

い生活様式を取り入れ、WEB会議や、WEBを

使用した例会などを実施し活動を再開しており

ます。しかしながら、本年度役職を受けていた

だいている会員に普段だと味わえた達成感や経

験を十分に感じてもらえていないのではないか

ということや、全会員に会費分の成長の機会を

与えられているのかが懸念しているところであ

ります。本年度も残り2ヵ月ありますので、今後

も社会情勢の変化に対応しながら、地域のため

組織のために活動を行っていきたいと考えてお

ります。

　これからも佐世保青年会議所全会員一丸とな

って「来たい、住みたい、日本一SASEBO」の

実現を目指し、明るさと活力を持って盛り上げ

てまいりますので、皆様のご協力何卒よろしく

お願い致します。

（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

＊今後の例会予定＊
11月11日㈬　夜例会　新会員歓迎懇親会

　　18日㈬　会員増強委員長　草津　栄良�さん

　　25日㈬　米山奨学生　レー�チュン�ハイ�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

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

板山航太地区代表（鹿島RAC）公式訪問例会

日時／11月24日㈫　18：30～20：00（予定）

会場／ホテルオークラJRハウステンボス

登録料／2,000円

＊�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。


