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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 12 2 3,409 17

《本　　日》会員数 78 名（出席免除会員 24 名）・出席 58 名・欠席 20 名・ビジター 0 名・出席率 74.36 ％

《11月18日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 51 名・欠席 28 名・ビジター 0 名・メークアップ 2 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。

　めっきりと冬の季節になってしま

いました。同時に大都市を中心にコ

ロナ感染の第三波が拡大していま

す。今のところ佐世保エリアは落ち

着いていますが、何とかこの状態を維持できればと

思います。

　本日開催の理事会報告です。

●クラブ協議会開催について

　新年1月6日はクラブ協議会を開催します。今回は

1日のみの開催といたしますので各大委員長さんは宜

しくお願い致します。

●�11月11日　新会員研修会及び歓迎懇親会決算につ

いて

　今回は例会と併用の懇親会となりました。決算承

認いただきました。

●12月19日　忘年家族会予算及び実施内容について

　コロナ禍ではありますが、出来る限りの準備態勢

で楽しい家族会にしたいと思います。こぞってご参

加ください。

●事務局の年末年始休みについて

　12月28日㈪～1月3日㈰

●長寿祈願祭並びに祝賀会（2021年1月27日）について

　祈願祭は例年通りに行いますが、祝賀会はホテル

フラッグスにて、昼例会と併用にて行います。あら

ためてご案内いたします。

●70周年について

　各実行委員会組織にて活動してもらっています。

　本日、長崎国際大学で記念事業の一つとしてPCR

検査機器の贈呈式を行います。皆さんを代表して円

田実行委員長と行ってまいります。その他の事業進

捗に関しては、随時報告の場を設けたいと思います。

　本日は例会終了後、まずは諮問委員会を開催致し、

事業進捗の報告を行います。

●市内8ロータリークラブ会長幹事会報告

　暫定的に1月までは市内8クラブの協定で、受付メ

ークアップシステムを継続します。ただし佐世保北

クラブさんは実際の例会参加も可能です。

●12月、1月の例会プログラムについて

　1月までは原則クラブ内会員卓話で計画していま

す。その後はコロナ禍の状況を考慮しながら講師選

択の検討を行います。

　さて、本日は年次総会を開催致します。

　第1号議案　次々年度会長選出の件、第2号議案

2021～2022年理事及び役員・監事選出の件です。皆

さん採決宜しくお願い致します。

　本日の卓話はガバナー補佐　遠田公夫さんです。

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「それでこそロータリー」

創立70周年記念事業報告
長崎国際大学にPCR検査機器を寄贈

　佐世保ロータリークラブ70周年の記念事業として、

長崎国際大学PCR検査センターに、PCR検査機器を
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寄贈し、12月2日学内において贈呈式が開催されまし

た。長崎国際大学からは安東由喜雄学長、安部直樹

理事長がご出席され、当クラブからは加納洋二郎会

長と円田昭実行委員長が出席し、目録を手渡しまし

た。

　寄贈したのは、新型コロナウイルス感染の有無を

調べる遠心分離機など100万円相当で、11月中旬か

らすでに稼働しており、1日80件程度だった検査能力

が、200件程に高まりました。安東学長からは、「今後、

感染爆発の可能性もあるので、市民の健康、安全安

心のために有効に役立てたい」と謝辞をいただきま

した。

　長崎国際大学PCR検査センターでは、約4割が学外

の市民による利用とのことです。佐世保市及び県北

地域でのPCR検査の環境の改善に役立つことを願っ

ての記念事業としてご報告いたします。

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12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　業務推進・IT室

　2020年12月 疾病予防と治療月間 リソースのご案内

3．国際ロータリー日本事務局	事務局長 小林　宏明	さん

　新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた

　「日本事務局在宅勤務」のお知らせ

　12月1日㈫より12月28日㈪までの間、在宅勤務

4．第2740地区ガバナー	 花島　光喜	さん

　米山奨学生面接官委嘱状贈呈

� 地区米山記念奨学委員会委員　筒井　和彦�さん

5．ガバナーエレクト	 塚崎　　寛	さん

　次年度地区幹事	 岡田　康信	さん

　2021-2022年度地区委員推薦のお願い（米山記念奨

学委員会委員）

委員会報告
■70周年記念誌委員会	 委員長　坂元　　崇

　本日例会終了後、記念誌委員会を

開催いたしますので、委員会メンバ

ーの皆様は、ご出席よろしくお願い

いたします。

■親睦活動委員会	 委員長　大神　吉史

　忘年家族会出欠提出のお願いです。

　現在43名の出欠のご連絡をいただ

いております。35名の方が出欠のご

連絡をいただいておりません。席の

配置ならびに予算等で人数の把握が

必要です。出欠のはがき、もしくは連絡を早めにお

願いいたします。

年 次 総 会
会長指名委員会報告

	 会長指名委員会　代表　福田　金治

　会長指名委員会を代表して報告し

ます。

　10月21日に、会長指名委員会を開

催して、2022年～2023年度 第73代

会長に中村徳裕会員を指名したこと

を報告します。
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2022-2023年度　会長挨拶
	 会長ノミニー　中村　徳裕
　この度、2022年～2023年度第73

代佐世保ロータリークラブ会長にご

指名いただきました中村徳裕です。

皆さまにご承認をいただき、ありが

とうございます。

　40歳になる年に入会し、今年60歳を迎え、20年間

在籍しております。私は、このクラブに入会させて

いただいて本当に良かったと思っています。それは、

尊敬できる魅力あるメンバーの皆さま方に出会い、

いろいろと教えていただき、心から感謝しているか

らです。

　まだまだ分からないことばかりでありますが、皆

さまに教えていただきながら、会長の役を一生懸命

務めていきたいと考えています。どうぞよろしくお

願いいたします。

2021-2022年度　会長挨拶
	 会長エレクト　菅沼宏比古
　この度は、2021～2022年度の役

員の選任につきまして、皆さまのご

承認をいただき誠にありがとうござ

いました。このメンバーで準備を進

めてまいりますので、皆さまのご理

解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

2021-2022年度	佐世保ロータリークラブ
役員・理事及び監事

【役員】
会　　長　菅沼宏比古　　直前会長　加納洋二郎

次期会長　中村　徳裕　　副 会 長　米倉洋一郎

幹　　事　廣瀬　章博　　会　　計　井手　孝邦

会場監督　円田　　昭

【理事】
理　　事　　　　　　　　　　　　　木村　公康

クラブ管理運営委員会　　　委員長　坂本　　敏

奉仕プロジェクト委員会　　委員長　筒井　和彦

青少年奉仕委員会　　　　　委員長　福田　金吾

会員増強委員会　　　　　　委員長　芹野　隆英

公共イメージ委員会　　　　委員長　安福　竜介

ロータリー財団委員会　　　委員長　中川　知之

親睦活動委員会　　　　　　委員長　古賀　久貴

副 幹 事　　　　　　　　　　　　　谷川　辰巳

【監事】
監　事　増本　一也　　　　監　事　古賀　　巖

ニコニコボックス
親睦活動委員会　山口　健二

福田　金治	さん

　家内の命日に、クラブより御仏前をいただきまし

たので、少し多めにニコニコいたします。

納所　佳民	さん

　11月28日に諫早インターチェンジの側に弊社の「ク

ロスワーカー」の新店舗をオープンすることができ

ました。これも皆さまのおかげです。新店舗は売場

面積が200坪と、西日本最大の規模です。お近くにお

越しの際には、是非、ご来店をお待ちしております。
少々多忙になっておりますが、RCの幹事はしっかり
と頑張ります。

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事、福田　金吾	副幹事

橘髙　克和	さん、坂本　　敏	さん、浦　　義浩	さん

米倉洋一郎	さん、松本　祐明	さん、指山　　立	さん

筒井　和彦	さん、長野　哲也	さん、出端　隆治	さん

草津　栄良	さん、池田　真秀	さん、大久保利博	さん

廣瀬　章博	さん、木村　公康	さん、黒木　政純	さん

古賀　　巖	さん、西田　勝彦	さん、森　　勝之	さん

安福　竜介	さん、坂元　　崇	さん、大神　吉史	さん

梅村　良輔	さん、松尾　文隆	さん、増本　一也	さん

髙田　俊夫	さん、中村　徳裕	さん、円田　浩司	さん

陣内　純英	さん、松尾　慶一	さん、谷川　辰巳	さん

松尾　　貴	さん、石井　正剛	さん、田中丸善弥	さん

　第2740地区　第5グループガバナー補佐　遠田公夫

さんの卓話に期待して、ニコニコいたします。

円田　浩司さん

　結婚記念月のお祝いをいただき、ありがとうござ

います。
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（今週の担当：陣内　純英　カメラ担当：浦　　義浩）

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＊
12月 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

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月12日㈯　14：00～15：00
場所／四ヶ町アーケード内十八親和銀行前
　　　（歳末助け合い街頭募金活動）

＊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。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 41,000円

� 累　　計� 545,000円

卓　　　　話
「渡る世間の裏話」

第5グループガバナー補佐　遠田　公夫	さん
１．病院での面白ネタ！　
２．コロナリスク：娘とも切ない面会
３．�酒とピンチョスのハシゴ酒イベ

ント：させぼバル復活
　　日時：�1月23日㈯、24日㈰の昼

から夜まで

　　場所：駅から新港、中心部全域

　　参加店舗：�和洋中華、ワインバー、居酒屋、喫茶、

寿司屋など40店舗を想定

　　新しい取り組み；

　　①�チケット予約購入はYAHOOのパスマーケット

　　②�店の繁忙をスマホに通知するVACANシステム

の採用

　　③�チケットと一緒にフェイスシールドを渡す→

「楽しぃールド」と名付け、顔やシールドに目

やひげを貼ったりデザインを描いたり塗った

りして仮装化粧を楽しみながら飛沫感染防止

４．�松尾貴さんのHTB・技術センター㈱を訪問と取
材の話：仕事は硬いが、本人は笑顔満面の松尾
さん。来週火曜10時のFMさせぼで2週に亘って

放送されます。

５．�第5グループ（北松浦、松浦、平戸、西、当クラ
ブ）訪問の印象

　　�心配りと美味い昼食が印象的で、また行きたい

クラブのキーワードの一つは美味い料理と思っ

た。

６．日本のロータリー地区割の話
　　�2740地区はクラブ数で日本の0.25%、人数は

0.77%、会員密度が高い地区です。区分けで面白

いのは、

　　①壱岐、対馬、鳥栖が2700地区（福岡）

　　②�東京銀座や日本橋エリアの2750地区には、グ

アム、ミクロネシア、パラオ、北マリアナも

含む。③東京北部の多摩、武蔵野エリアの

2580地区には沖縄も含まれる事。不思議な組

み合わせ。

７．地区の残りの課題：
　　①ＩＭと地区大会

　　②�ポリオプラスの支援BOX：長崎南単独で80万、

地区全体で150万、月1人100円の募金に引き続

き工夫と協力を

　　③�ファシリティター育成：佐世保は東、北、南

から各１名が受講。資格を取った。

　　④�会員増強と女性会員への視点：2022-23�RIカ

ナダのジェニファー・ジョーンズが史上初の

女性RI会長ノミニー、アメリカの新政権も女

性の抜擢が相次いでいます。わがRCも時代の

多様性、公平、開放性を意識しなければなら

ない。

８．�ボケ防止の為に作った世相を反映した自画自賛
サラセン作品を以下紹介

　　�◆自慢話�始まりいつも�あの頃な　◆若い子に�

検温されて�熱上り◆ステイホーム�家事手伝いが�

倍返し◆古希ゴルファー�昔米寿で�今110�◆ディ

スタンス�俺と嫁とは�もう10年

９．来週の卓話者、指山さんへのエール。


