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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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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 16 3,411 19

《本　　日》会員数 78 名（出席免除会員 25 名）・出席 48 名・欠席 30 名・ビジター 0 名・出席率 61.54 ％

《12月 2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・メークアップ 1 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さん、こんにちは。

　ここにきて、寒さが本格的に

なってまいりました。

　先週「ラニーニャ現象のシー

ズンは過去の記録で豪雪の可能

性が高い」というようなことを言いましたが、

今週は日本海側を中心に大雪の様相です。

　私の持論は、「夏は暑く冬は寒く」という日本

の特徴である春夏秋冬が昔のようにはっきりし

た方が、人間的刺激にも経済的刺激にもプラス

であると思っていますので、覚悟をして臨んで

います。しかし大雪の地方はさぞかし大変なこ

とと思います。　

　四季とはまったく関係ありませんが、今朝の

長崎新聞に、「海きららの水族館にマイワシ5000

匹を入れ、計7000匹が豪快に泳いでいる」とい

う記事と写真がありました。数える人も大変だ

ろうと思いつつ、わが社ではイワシの缶詰を製

造していますので、1日の使用匹数を計算してみ

たところ、水族館で泳いでいる7000匹の約10倍

の70000匹以上のマイワシに缶に入ってもらっ

ていることがわかりました。今度、供養を兼ね

て水族館見学に行こうと思っています。

　さて、ちまたでは相変わらずコロナ禍の第三

波の中、GO TOトラベル、GO TOイート対策の

修正に混乱が生じておりますが、なんとか穏や

かな年末年始になればと思っています。

　今週19日㈯開催の忘年家族会の準備のため、

先週、親睦委員会の皆さんと現地ホテルオーク

ラにて打ち合わせを行いました。森社長はじめ

オークラの皆さんには遅くまでお付き合い頂き

ありがとうございました。出来る限りの対策を

もって臨みますので、年内最後の行事にご心配

なくお集まりいただきたいと思います。

　70周年記念事業に関しての報告です。

　先般報告のとおり、12月2日、コロナ感染防止

のささやかなお手伝いとして、長崎国際大学に

PCR検査機の一部を贈呈致しました。

　本日は、佐世保市保健所の野外に設置された

急病診療所に従事される職員の方々に対して、

防寒具・防寒服の贈呈を行うため、円田実行委

員長とともに朝長市長にお会いしてきます。

　佐世保RCの70年の歴史と、現会員をはじめ、

これまでの諸先輩方の総意を代表してお渡しし

てまいります。

　今回のこの70周年の記念事業としての2つの

事業に関しては、実行委員会で検討していただ

き、それぞれの分野のプロを通じて、いわば職

業奉仕を兼ねての事業展開であります。

　出来ることなら、今回の事業に関しては「備

えあれば憂いなし」で　“結果的に無駄になった

ね”と振り返り、反省できるような状況になれ

ばと切実に思います。

　本日の卓話は会員の中島顕さんです。本日は

宜しくお願いします。
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例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

　（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース

　★ハイライトよねやま249号★

　2020年12月14日発行が届きました。

2．第2740地区ガバナー　花島　光喜 さん

　ガバナーノミニー・デジグネート選出のお知らせ

　2023〜2024年度ガバナー就任のガバナーノミニ

ー・デジグネートとして

　佐世保北RC　緒方　信行 さん

　㈱ビートスイミングクラブ　代表取締役社長

3．第2740地区ガバナー　花島　光喜 さん

　インターアクト　委員長　長戸　和光 さん

　インターアクト関係行事の予定について（連絡）

　毎年2月に開催している後期指導者研修につい

ては中止、次年度のインターアクト年次大会につ

いては開催の方向でホスト校に、活水中学・高等

学校IAC（提唱：長崎出島RC）

4．地区幹事　迎　雅璫嗣 さん

　年末年始事務所休業のお知らせ

　12月29日㈫〜1月5日㈫

5．ガバナーエレクト事務所

　年末年始事務所休業のお知らせ

　12月29日㈫〜1月4日㈪

6．佐世保中央RC会長　池永　隆司 さん

　第6回　佐世保市内8RC会長・幹事会のご案内

　日時／2021年（令和3年）1月20日㈬　18：30〜

　場所／焼肉料理専門店　太平楽

委員会報告
■親睦活動委員会 委員長　大神　吉史

長寿祈願祭並びに例会・祝賀会のご案内
　来年、当クラブでは、下記、 

6名の皆様が賀寿を迎えられます。

　恒例の長寿祈願祭並びに祝賀

会を、下記の要領で開催いたし

ます。

　多くの会員でお祝いしたいと存じますので、

是非ともご出席くださいますよう、ご案内申し

あげます。

　なお、本年度は昨今の状況を鑑み、『昼例会』

の中で執り行います。

　日時／令和3年1月27日㈬

　会場／11：00　祈願祭・記念撮影：亀山八幡宮

　　　　12：30　例会・祝賀会： ホテルフラッグス

九十九島

　会費／出席者（ 記念品代＋会費）6,000円

　　　　　　　（当日会場で頂きます）

　　　　欠席者（ 記念品代として）4,000円

　　　　　　　（後日請求書を発行いたします）

●賀寿対象者（数え年）

　卒 寿　昭和 7年（1932年）生　松本 英介 さん

　喜 寿　昭和20年（1945年）生　安部 直樹 さん

　古 稀　昭和27年（1952年）生　石井 正剛 さん

　　　　　　増本 一也 さん、円田 　昭 さん

　還 暦　昭和36年（1961年）生　有薗 良太 さん

　6名の賀寿者様をお祝いいたします。是非とも

多くの会員のご出席をお願い申しあげます。

●シャトルバスのご案内

　行き／ ①11：45亀山八幡宮発→②11：50松浦町

国際通りバス停→12：00ホテル着予定

　帰り／ ホテルフラッグス発→国際通りバス停

→佐世保駅　までの各バス停

※ 出欠のご返事は12月31日㈭までに事務局宛に

お願いいたします。
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慶　　　　祝
 出席・例会委員会　内海　暢邦

○出席100％表彰

　増本 一也 さん（27回）、納所 佳民 さん（13回）

　坂元 　崇 さん（ 8回）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　森　　勝之

安部　直樹 さん

　PCR検査場に対しまして、この度ご援助をい

ただきありがとうございました。感染の心配の

ある方は、本学に申し込み頂ければ、特別の配

慮をもって検査いたします。

加納洋二郎 会長、納所　佳民 幹事

福田　金吾 副幹事、坂本　　敏 さん

坂元　　崇 さん、廣瀬　章博 さん

指山　　立 さん、田村　康弘 さん

福田　金治 さん、谷川　辰巳 さん

内海　暢邦 さん、森　　勝之 さん

長野　哲也 さん、小石原健二 さん

筒井　和彦 さん、長島　　正 さん

米倉洋一郎 さん、浦　　義浩 さん

草津　栄良 さん、増本　一也 さん

大久保利博 さん、中村　徳裕 さん

安部　雅隆 さん、安福　竜介 さん

西田　勝彦 さん、髙田　俊夫 さん

芹野　隆英 さん、松尾　慶一 さん

山口　健二 さん、坂根　　毅 さん

黒木　政純 さん、船越　　温 さん

大神　邦明 さん、大神　吉史 さん

　新会員 中島　顕さんの卓話に期待して、ニコ

ニコいたします。

増本　一也 さん、納所　佳民 さん

坂元　　崇 さん

　出席100％表彰、ありがとうございました。

◇
ニコニコボックス 本日合計 42,000円

 累　　計 630,000円

卓　　　　話
「中島ノズル株式会社」

新会員　中島　　顕 さん

　新入会員の中島です。本日は

自己紹介および中島ノズル株式

会社の紹介をさせていただきま

す。

　家族構成は妻の英子と小学3年

生の桜、幼稚園年中組の葵の4人家族です。

　私は1968年5月8日生まれで1987年に西海学園

を卒業して渡米しました。1992年にプエブロコ

ミュニティーカレッジを卒業し、帰国後、中島

ノズル株式会社に入社しました。

　2007年に佐世保青年会議所の理事長に就任、

2016年に法人会青年部の部会長を経験させてい

ただきました。2018〜2019年には、お仕事をい

ただいている海上自衛隊の後援会の一つ、佐世

保コンパス21の代表幹事を務めさせていただい

た後、昨年中島ノズル株式会社の代表取締役に

就任いたしました。

　中島ノズル株式会社は、主にディーゼルエン

ジンの一部分、燃料噴射ノズル、燃料噴射ポン
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（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＊
12月23日㈬　新会員　長野　哲也 さん

　　30日㈬　〜指定休会〜

2021年

 1月 6日㈬　クラブ協議会

　　13日㈬　新会員　山口　健二 さん

　　20日㈬　70周年タイム

　　27日㈬　長寿祈願祭・祝賀会（昼例会内で実施）

＊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＊

日時／12月21日㈪　18：30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　　　（クリスマス例会）

＊ 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。

プ、調速機を修理、オーバーホールするのを仕

事としており、九電工、沖縄電力、米海軍や海

上自衛隊様の仕事をやらせていただいています。

ありがたいことに、昨年度はコロナ禍の中でも

米海軍様の仕事が好調だったため、過去最高の

売り上げを記録することができました。

　ただ菅首相が脱化石燃料を掲げていますので、

弊社は機械から電気の道に進むのか、また、ほ

かの道を切り開いていくのかという課題もあり

ます。

　本日は私のつたない話を聞いていただきあり

がとうございました。


