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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　3 3 17 3,412 20

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 26 名）・出席 56 名・欠席 23 名・ビジター 0 名・出席率 72.15 ％

《12月 9日》会員数 78 名（出席免除会員 24 名）・出席 54 名・欠席 24 名・ビジター 0 名・メークアップ 0 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　2021年初めての例会を開催いたしま
す。
　皆様お元気の様子でまずは何よりで
す。これまでコロナ感染防止対策とし
て休会としており、例会再開の判断基
準を佐世保市が発表する指標フェーズ
２と致しておりました。現時点ではまだフェーズ３です
が、このところ佐世保での新たな感染もなく、独自での
判断になりますが再開することに致しました。環境が再
度悪化しない限り、これまで通り防止策を実施しながら
例会を継続していきたいと思います。ご協力よろしくお
願い致します。
　なお会員それぞれに環境も違いますので、これまで通
り必要な場合は自主的出席免除の手続きを行ってくださ
い。あくまでも出席100％の伝統は継続したいと思いま
すので併せてご協力ください。
　さて、本日はクラブ協議会となります。活動が出来な
い前半期でしたが、各委員長より活動報告をお願いしま
す。また理事会については予定通り開催致しておりまし
たので、私の方からは理事会の内容報告を交えて半期の
報告をさせていただきます。

〔クラブ協議会上期報告〕
　2020～2021年度前期は、コロナ感染症防止策により
活動が大きく制限されました。
　創立70周年特別事業についても制限下における展開を
取らざるを得ず、総じて苦慮した半期となりました。
　 7月　�役員交代式は例会時の開催といたしました。
　　　　懇親会は中止しました。
　 8月　�ガバナー公式訪問例会は中止。執行部にて報告

会を行いました。
　 9月　観月例会は中止といたしました。
　10月　地区大会は5月に延期となりました。
　11月　�新会員研修会は実施。歓迎会については夜例会

にて開催いたしました。

　12月　�忘年家族会はコロナ感染症が拡大したため急遽
中止と致しました。

　主なる会員の交流の場がことごとく失われた半期であ
りました。準備に携わった会員の皆様、また、お願いを
していた各会場には大変申し訳ないことでありました。
すでに3月も半ばではありますが、引き続き最善の策を
もって交流を深めたいと思います。宜しくお願い申し上
げます。

〔理事会報告〕　
　会員会費の見直しについて協議を行っております。近
年の諸費用のアップに伴い収支内容の確認を行っており
ます。
　入会金については後日皆様に資料を配布し、今月末例
会にて協議をさせていただきます。
今期後半の事業として
　1月　�長寿祈願祭は賀寿者と執行部にて執り行いまし

た。祝賀会は環境回復後あらためて行うことと
致します。

　2月　�創立記念例会は、物故者慰霊祭をおこなう予定
でしたが延期と致しました。

　3月　�観桜例会も、現状下では困難と判断し延期。後日、
何らかの形で行いたいと思います。

　70周年事業については　例会終了後諮問委員会を開催
いたしました。ご意見を踏まえて協議を行い、改めて皆
様に報告をさせていただきます。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我等の生業」

入　会　式
永瀬　徳豊（ながせ　のりあつ） さん
㈱長崎新聞社　佐世保支社長
推薦者／田中丸善保�さん
　　　　富永　雅弘�さん（カウンセラー）
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委員会配属／親睦活動委員会、出席・例会委員会
　はじめまして、長崎新聞の永瀬と申します。
　昨年12月に赴任しましたが、コロナの影響でなかなか
入会できずにいました。
　今日3月17日という日は、何かあると思っていました
ら、妻の誕生日でした。ロータリークラブのおかげで妻
の誕生日を思い出すことが出来ました。
　体だけは丈夫ですので、いろんな活動で使っていただ
ければと思っています。
　皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．第2740地区ガバナー 花島　光喜 さん
　地区大会実行委員長 住江　潤子 さん
　2020～2021年度地区大会開催のご案内
　5月21日㈮　�18：00～RI会長代理歓迎夕食会（嬉野観

光ホテル大正屋）
　5月22日㈯　11：30開場（武雄市文化会館）
　　　　　　 12：30開会点鐘
　　　　　　 17：50閉会点鐘
　5月21日㈮　�7：30～受付 親睦ゴルフ大会（武雄嬉野カ

ントリー）
　�　各クラブ25％以上の登録をお願いし、出席者はパス
トガバナー（地区大会関係パストガバナーのみ）、ガ
バナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナーノミニ
ーデジグネート、ガバナー補佐、クラブ会長、クラブ
幹事
　�　登録料：5,000円
　�　参加出来ない会員の方々には当日オンライン配信
（YouTube）

2．第2740地区ガバナー 花島　光喜 さん
　①新型コロナウイルス感染防止策について
　②新型コロナ対応について情報＆確認
　　詳細はガバナー月信4月号に掲載予定

3．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252号★
　2021年3月12日発行
　ホームページでご覧ください。

4．地区RA委員長 高松　茂信 さん
　ローターアクト代表 板山　航太 さん
　長崎国際大学ローターアクトクラブ会長　 神山　由梨 さん
　長崎ローターアクトクラブ会長 山口　沙耶加 さん
　合同地区行事のご案内
　�一泊懇親会、インターシティミーティング、ローター
アクト研修会同日で開催
　日時／令和3年4月24日㈯～4月25日㈰
　4月24日㈯　13：30　受付開始
　　　　　　 14：00　開会式・点鐘
　　　　　　 14：15　�第1部「インターシティミーティ

ング」
　　　　　　 15：30　�第2部「ローターアクト研修会」
　　　　　　 18：00　夕食・自由時間
　4月25日㈰　10：30　受付開始
　　　　　　 11：00　�「一泊懇親会」メインプログラム
　　　　　　 15：30　終了予定
　会場／4月24日㈯　�ホテルオークラJRハウステンボス
　　　　4月25日㈰　ハウステンボス

5．ガバナーエレクト 塚㟢　　寛 さん
　地区研修・協議会実行委員長 有田　信一 さん
　ホストクラブ会長 尾上　信哉 さん（長崎中央RC）
　地区研修・協議会登録料振込のお願い
　�新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、セミナ
ー・資料・YouTube配信は4月末を予定
　登録料／各クラブ　30,000円

6．ガバナーエレクト 塚㟢　　寛 さん
　PETS実行委員長 竹山　直樹 さん
　ホストクラブ会長 小林　純一 さん（長崎北RC）
　「会長エレクト研修セミナー」参加のお礼

7．2021〜2022年度 地区米山記念奨学委員長
 松田　洋一 さん
　第1回　地区委員会開催のご案内
　日時／2021年3月27日㈯　12：00～14：00
　場所／L&Lホテルセンリュウ　諫早市

8．佐世保中央RC会長 清水　隆司 さん
　30周年記念事業大会会長 竹本　慶三 さん
　30周年記念事業実行委員長 井上　　亮 さん
　�創立30周年記念式典・祝賀会　開催中止について

9．東京RC事務局
　�東京RC創立100周年記念例会兼祝賀会ダイジェスト�
映像掲載の件
　�　当日のダイジェスト映像と、東京RCの100年の歴史
を纏めた映像「奉仕の道100年」をホームページに掲
載お知らせ
　東京RCホームページ
　http://www.tokyo-rc.gr.jp/
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委員会報告
■70周年実行委員会 委員長　円田　　昭
　本日、記念品を皆様にお届けするこ
とができました。
　例会終了後に同会場にて諮問委員会
を開催いたします。

■次年度幹事 　廣瀬　章博
　期前理事会
　第1回　1月13日（中央公民館）
　第2回　2月10日（中央公民館）
　第3回　3月10日（中央公民館）
に実施しました。
　第4回は4月14日午前11時（レオプ
ラザホテル）に開催予定です。
　本日3月17日15時より中央公民館におきまして第1回
市内8RC会長・幹事会が開催されます。

■70周年実行委員会 記録誌委員長　坂元　　崇
　�70周年記録誌への寄稿に関するお願い
　現下のような状況でございますが、
私ども「創立70周年記念行事実行委員
会／記録誌委員会」では、70周年記録
誌へのご寄稿の依頼作業を進めており
ます。
　今回は3種類の依頼文書を作成し、メールボックスへ
投函しております。
　第1は、梅村良輔パスト会長以降、10名の歴代会長の
方へ向けました依頼文書です。
　テーマとしましては
　①「パスト会長からのメッセージ」
　②「主な委員会活動と思い出」
　という項目を設定しております。
　歴代会長の方へは今回の原稿依頼とは別に、口頭での
インタビューも予定されております。
　これは同じく記録誌委員会の大神吉史さん、内海暢邦
さんから、追ってご相談があると思います。
　第2は、全会員の方に向けました依頼文書です。
　テーマとしましては
　「私とロータリー」
　という項目を設定しております。
　どのような内容を書けば良いかわからない方は、例会
場の後ろのテーブルの上に60周年誌を置いておきますの
で、ご覧ください。
　更に、これらに加えまして、転勤などで退会された
OB会員の方への依頼文書を作成しております。
　テーマとしましては
　「私とロータリー～佐世保ロータリークラブの思い出」
　という項目を設定しております。
　これにつきましては、現在在籍されている会員から

OBの方へ向けてご連絡をお願いしたいと考えておりま
す。
　例えば損保ジャパン日本興亜様の場合
　現在在籍されている萩原多恵士さんから、OB会員の
上野好章様へ連絡を取っていただくという形です。
　今回の文書に加え、個別にも対応を進めていく予定で
す。

朗遊会より
 朗遊会幹事　坂元　　崇
「第3回朗遊会」開催のご案内
　先週3月13日㈯、第2回朗遊会を行いましたが、天候に
も恵まれ、28名の参加をいただき、ケガ人もなく、無事
終了することができました。
　冬場でコロナ禍もあり、長らく開催できませんでした
が、3～6月へ向かって毎月開催いたします。来月4月は、
下記の通り第3回朗遊会を開催します。
　日時／4月10日㈯　スタート11：30～（集合11：00）
　場所／佐世保カントリークラブ　石盛岳コース
　　　　TEL0956-49-5654
　参加費／2,000円
　案内文はセルフボックスへ入れておきますので、ご確
認をお願いします。
　準備の都合上、4月7日㈬までに出欠のご返信をお願い
いたします。

慶　　　　祝
 出席・例会委員会　谷川　辰己
○永年会員表彰
　1月
　井上　斉爾�さん（37年）、遠田　公夫�さん（34年）
　橘髙　克和�さん（34年）、井手　孝邦�さん（32年）
　下田　弥吉�さん（31年）、梅村　良輔�さん（30年）
　長島　　正�さん（28年）、石井　正剛�さん（28年）
　円田　　昭�さん（28年）、田中丸善弥�さん（28年）
　2月
　池田　　豊�さん（40年）
　3月
　円田　三郎�さん（55年）、田中丸善保�さん（52年）
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（今週の担当：安福　竜介　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

○出席100％表彰
　1月
　玉野　哲雄�さん（43回）
　2月
　木村　公康�さん（23回）、大神　吉史�さん（ 7回）
　廣瀬　章博�さん（ 5回）、安福　竜介�さん（ 4回）
　3月
　黒木　政純�さん（19回）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　松本　祐明

遠田　公夫 さん、安部　雅隆 さん
　今日は、国際大と九文でSDGs（エス
ディージーズ）のプレス発表がありま
した。学校での今後の取り組み、地域
連携に期待すること大です。17の国際
目標、ロータリーでも参考にすべき案
件が多数あります。FMとして取材し、本日の放送で紹
介いたします。

井上　斉爾 さん、遠田　公夫 さん
井手　孝邦 さん、梅村　良輔 さん
長島　　正 さん、円田　　昭 さん
田中丸善弥 さん
　1月の永年会員表彰、ありがとうございました。

玉野　哲雄 さん
　1月の出席100％表彰、ありがとうございました。

池田　　豊 さん
　2月の永年会員表彰、ありがとうございました。

木村　公康 さん、大神　吉史 さん
廣瀬　章博 さん、安福　竜介 さん
　2月の出席100％表彰、ありがとうございました。

円田　三郎 さん、田中丸善保 さん
　3月の永年会員表彰、ありがとうございました。

黒木　政純 さん
　3月の出席100％表彰、ありがとうございました。

松尾　慶一 さん、米倉洋一郎 さん
大久保利博 さん
　朗遊会にて入賞しましたので。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 21,000円
� 累　　計� 651,000円

クラブ協議会
　

（各委員会報告内容は週報2月号をご参照ください）

会　長
加納洋二郎

奉仕プロジェクト委員会
委員長　池田　真秀

会員増強委員会
委員長　草津　栄良

ロータリー財団委員会
委員長　松尾　文隆

クラブ管理運営委員会
委員長　坂元　　崇

青少年奉仕委員会
委員長　廣瀬　章博

公共イメージ委員会
委員長　円田　浩司

会　計
井手　孝邦


