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2021～2022年度 テーマ SERVE TO CHANGE LIVES　̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
2021～2022年度 R.I.会長 シェカール・メータ （カルカッターマハナガルRC／インド・西ベンガル州）

会　長：菅沼宏比古　　　　幹　事：廣瀬　章博
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 7 7 3,422 1

《本　　日》会員数 75 名（出席免除会員 24 名）・出席 61 名・欠席 14 名・ビジター 0 名・出席率 81.33 ％

《 6月23日》会員数 76 名（出席免除会員 26 名）・出席 50 名・欠席 26 名・メークアップ 0 名・修正出席率 65.79 ％

2021〜2022年度 役員交代式　とき／令和3年7月7日㈬　会場／レオプラザホテル佐世保

開式のことば
古賀　　巖 さん

鐘の伝達 会長バッジ伝達

2020〜2021年度
会長挨拶

加納洋二郎 さん

2020～21年度会長挨拶
2020～21年度　会長　加納洋二郎

皆さん、こんにちは。　
　前年度に引き続き、例会時の役員交代式となり
ました。すでに7月の新年度となりましたが、開式
のご挨拶をさせていただきます。
　一年間を振り返りますと、コロナ禍の環境は、
表面的には今も一年前も結果的にはさほど変化は
無かったことになりますが、一年前はコロナの実
態もまだ不明な部分が多く、未知の恐怖ともいえ
る部分が多かったと思います。そういう意味では、
まだ予断は許されない中であることに間違いはあ
りませんが、ワクチンの普及も徐々に進み、この1
年間でコロナとの付き合い方もある程度要領を得
つつあるのではないかと思います。
　この一年間、試行錯誤ではありましたが、結果
的に会員の皆さんが大事なく過ごせましたこと何
よりでした。2021～2022新年度は、ロータリー活
動の根幹である集いの復活とともに、管沼会長以
下佐世保ロータリークラブ会員が、ごく普通に活
動できる年となることを心よりお祈りして、最後
の挨拶と致します。
　一年間、ありがとうございました。

会長挨拶	 2021～22年度　会長　菅沼宏比古
　ただ今、2021～2022年度会長に就任いたしまし
た菅沼です。
　まずは、前年度会長の加納さんをはじめ幹事の
納所さん、副幹事の福田さん、この1年間はコロナ
対策で大変ご苦労され、改めて敬意を表する次第
です。お疲れ様でした。
　さて、新年度もコロナ対策でスタートすること
になります。早速この役員交代式も変則的に実施
せざるを得ない状況です。この状態はしばらく続
くことが予想できます。クラブ会員のご理解ご協
力をお願いすることとなりますが、どうぞよろし
くお願いいたします。
　また、前年度は佐世保ロータリークラブ創立70
周年の節目を迎え、改めて伝統と歴史を考える一
年となりました。今年度は次の80周年に向けての
第一歩となります。私も身の引き締まる思いであ
り、これまでの諸先輩方の築かれた歴史を受け継
ぎ、本クラブが益々発展できるよう努力していく
所存です。このような状況下ではありますが、皆
様にはどうかご理解いただき、様々なアイデアを
出し合いながらクラブの運営をしていきたいと考
えております。
　1年間どうぞよろしくお願いいたします。

2021〜2022年度
新会長挨拶

菅沼宏比古 さん
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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　新年度第1回例会のご挨拶を
申し上げます。
　世界中がコロナ禍で例年と
異なる生活を余儀なくしてお
ります。本クラブにおいても
まだ先が見えない状況下にあり、予定して
いることがスムーズに進行するとは思えま
せん。しかし、やれることは臨機応変に実
行していくよう努力していく所存です。
　皆様にはどうかご理解いただき、様々な
アイデアを出していただきながらクラブの
運営をしていきたいと考えております。
　2021～2022 RI会長 シェカール・メータ
氏（カルカッタ・マハナガル・ロータリー 
クラブ）のRIテーマは、
　「奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために」
　これは、「人のために世話をし、奉仕する
ことが最良の生き方。なぜならその経験を
通じて誰かの人生だけではなく、自分の人
生を豊かにできるのだから…」と言われて
います。

　このテーマに沿って、我がクラブでも、
地域社会でそして自分自身の中で持続可能
な良い変化を生むために、手を取り合って
行動することが求められます。
　また、2021～2022地区ガバナーの行動指
針は、
　「新しい時代のロータリーを

共に考え行動しよう」
　今、世界中で猛威を振るっている新型コ
ロナウイルス感染症に対応し、我々の生活
様式は大きく変化し、新しい生活のもと、
不変のロータリーの中核的価値観を念頭に
置き、時代に即した組織作りを目指さなけ
ればなりません。
　以上のことを踏まえつつ、この伝統と歴
史を守っていくために最も大切なことは、

「この佐世保ロータリークラブに入会して良
かった」と思えるクラブでありたいと考え
ます。そのためには毎週の例会はもちろん
様々な行事を楽しいものにしていきたいと
思います。四つのテストの中に「好意と友
情を深める」とあります。楽しくなければ
これを実践することはできません。
　会員の皆様が充実したロータリー活動に
なればと願っております。
　最後に、一年間の佐世保ロータリークラ
ブの活動に皆様のご協力をお願いし、第1回
例会の会長挨拶といたします。

菅沼新体制スタート!!菅沼新体制スタート!!

新役員・理事・監事の紹介

前役員3ショット 式次第

閉式のことば
2021〜2022年度 副会長
米倉洋一郎 さん新地区委員紹介

感謝状および記念品の贈呈
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〔理事会報告〕
7月14日・21日　クラブ協議会
8月18日　第5グループ
　　　　　山本規仁ガバナー補佐訪問
8月25日　塚㟢寛ガバナー公式訪問

入　会　式
■立花　秀樹 さん
　㈱十八親和銀行　取締役専務執行役員
　推薦者／田中丸善保 さん（カウンセラー）
　　　　　池田　　豊 さん

新会員挨拶
　十八親和銀行の立花です。
　この度は、伝統ある佐世保ロータリーク
ラブに入会させて頂きありがとうございます。
　今年の4月に福岡銀行から十八親和銀行の
取締役専務執行役員を拝命し、当地「佐世保」
に着任しました。
　長崎県は学生時代の4年間を過ごした、言
わば「第二の故郷」と思っております。
　クラブ活動、また本業の銀行員として地
域の活性化、発展のために精一杯努めて参
りたいと考えております。
　どうぞ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「奉仕の理想」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．国際ロータリー日本事務局
 事務局長　小林　宏明 さん

　在宅勤務延長（7月）
　2021年7月1日㈭～7月30日㈮
　業務時間／9：30～17：30
　Eメール／rijapan@rotary.org

2．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2021年7月のロータリーレートは、
　1ドル＝111円です。

3． 「ロータリーの友」Rotary Global Media 
Network 所長・理事　渡辺　誠二 さん

　7月の友事務所運営の確認（コロナ対策）

4．ロータリー文庫運営委員会
 委員長　菅原　光志 さん
　① 新年度に当たり各クラブへの文書配信

のお願い
　② ロータリー文庫運営協力金減額のお知

らせ
　　前期ロータリー文庫協力金　150円
　　　→150円（変更なし）
　　後期ロータリー文庫協力金　150円
　　　→50円（100円減額）

5．第2740地区　ガバナー　塚㟢　　寛 さん
　公共イメージ地区委員長　原田　　徹 さん
　ホームページリニューアルのお知らせ
　https://rotary2740.jp/

委員会報告
■役員交代式記念ゴルフ表彰式
 　廣瀬　章博
1位　山口　健二 さん
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クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・水元　誠太
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　田村　康弘・中村　真弥

（今週の担当：池田　真秀　カメラ担当：松本　祐明）

2位　円田　　昭 さん

3位　芹野　隆英 さん

朗遊会より
　米倉洋一郎

　「第1回朗遊会」開催のご案内
　日　程／8月28日㈯
　時　間／集合 8：30
　　　　　スタート 9：00
　場　所／佐世保カントリー倶楽部
　　　　　石盛岳コース
　　　　　TEL 0956-49-5654

ニコニコボックス
親睦活動委員会　委員長　古賀　久貴

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
谷川　辰巳 副幹事
　1年間よろしくお願いいた
します。

加納洋二郎 さん、黒木　政純 さん
納所　佳民 さん、福田　金吾 さん
　菅沼会長、米倉副会長、廣瀬幹事、谷川
副幹事の船出を御祝い申しあげます。

佐々木秀也 さん
　役員交代式に。

山口　健二 さん
　先日の役員交代式記念ゴルフで図らずも
優勝させていただきました。
　たたいたホールがことごとく隠しホール
になり、ハンディに恵まれました。
　ご一緒いただいた、木村さん、芹野さん、
松尾貴さん、ありがとうございました。

円田　　昭 さん、芹野　隆英 さん
　役員交代式記念ゴルフで入賞しました。

◇
ニコニコボックス 本日合計 61,500円
 累　　計 61,500円

＊今後の例会予定＊ 

7月14日　クラブ協議会

 　21日　クラブ協議会

＊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＊

窪田杏奈地区代表（長崎RAC）公式訪問例会
日時／7月17日㈯　18：30～
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 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。


