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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 10 13 3,426 5

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 49 名・欠席 25 名・ビジター 0 名・出席率 66.21 ％

《 7月21日》会員数 75 名（出席免除会員 24 名）・出席 56 名・欠席 19 名・メークアップ 2 名・修正出席率 95.08 ％

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　たいへんご無沙汰しており
ます。約2ヵ月間例会を休会に
いたしました。ご案内の通り
コロナ感染状況がなかなか落
ち着かず、長崎県ではまん延防止措置が発
令され、ここ佐世保市においては感染レベ
ルが「5」となり、また、例会場がワクチン
の接種会場にもなり、例会再開が思うよう
にできずご迷惑をお掛けしております。
　また、観月例会についても中止せざるを
得ない状況でした。少しでも雰囲気を感じ
ていただくため各会社に心ばかりの品を郵
送させていただきました。御笑納いただけ
ましたでしょうか。
　ようやく感染レベルが「3」まで下がりま
したので、例会を本日開催いたしました。
しかし、例会場である「レオプラザ」は11
月いっぱいまでは利用ができません。ご不
便をお掛けしますがご理解ください。今後
もコロナ感染状況がどのようになるかわか
りませんが、ご協力をお願いいたします。
　そのような中、私、会長と廣瀬幹事は、
佐世保市長、海上自衛隊佐世保地方総監お
よび陸上自衛隊水陸機動団団長兼ねて相浦
駐屯地司令に、ご挨拶に訪問いたしました。
また、地区ガバナー補佐訪問をクラブ事務
局において受け、地区ガバナーとはオンラ
インにて公式訪問を終了いたしました。ご

報告しておきます。
　また、休会中に新会員をお迎えしており
ます。入会式は、10月6日の理事会冒頭で執
り行いました。本日ご紹介いたします。
　本日は久しぶりの例会ですが、コロナ禍
ということもあり、短縮例会となりますが
最後までよろしくお願いいたします。また、
コロナが完全に収束した訳ではありません
ので、どうぞお身体ご自愛ください。

〔理事会報告〕
■2021年7月21日㈬　第1回臨時理事会
　11：00〜11：30　レオプラザホテル佐世保
◦例会場について
　�レオプラザホテルがコロナワクチン接種
会場供与期間中、開催する場合の会場は
全てホテルフラッグス九十九島へ移動。
◦�佐世保ＲＣ定款第10条第5節（ｂ）項
　出席規定適用免除申請提出について
　会員　古賀巖さん、木村公康さん
■2021年8月4日㈬　第2回理事会
　11：00〜12：15　まちなかコミュニティーセンター
◦�8/18ガバナー補佐訪問例会クラブ協議会、
8/25ガバナー公式訪問例会の対応について
　�新型コロナ感染症レベルが高いため延期。
◦9/29観月例会予算及び実施内容について
◦�2021-2022年度理事会日程及び主要審議事
項予定
◦出席100%表彰の取り扱いについて
　�昨年度を踏襲しコロナ禍での出席規定免
除を再確認しました。
◦�台南RC姉妹クラブ締結更新（2021年11月
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20日）について
　�情勢を見ながら締結更新を進めてまいり
ます。
◦�佐世保ＲＣ定款第10条第5節（ｂ）項
　出席規定適用免除申請提出について
　会員　加納洋二郎さん
◦新会員候補者について
　庭木香充さん　西日本新聞社佐世保支局長
　職業分類：新聞発行
　推薦者：福田金治さん、橘高克和さん
　カウンセラー：橘髙克和さん
◦�富永雅弘さん　定款第13条第8節規定によ
り退会届提出。退会日2021年8月4日
◦�旧例会場佐世保玉屋　残置備品最終処分
について
　8月4日理事会後に実施しました。

■2021年9月1日㈬　第3回理事会
　11：00〜12：15　佐世保ワシントンホテル
◦9/29　観月例会について
　�コロナの情勢を鑑み中止としました。
　会員の皆様に月見饅頭を贈呈します。
◦会員増強について
　�第2740地区より会員数×8.4%の会員増強
の依頼がありました。
◦10月例会プログラムについて
　休会　10月6日、10月20日
　開催　10月13日、10月27日
　�例会場レオプラザホテルが長崎県のコロ
ナワクチン接種会場として供されている
ため、例会場をフラッグス九十九島へ移
動し、食事あり・卓話なしの例会とします。
◦新会員候補者入会について
　庭木香充さん　西日本新聞社佐世保支局長
　職業分類：新聞発行
　推薦者　福田金治さん　橘髙克和さん
　カウンセラー　橘髙克和さん
　委員会配属：�親睦活動委員会、
　　　　　　　出席・例会委員会

■�2021年9月14日㈫　第2回臨時理事会
　（書面決議）
◦�田村康弘さん　定款第13条第8節規定によ

り退会届提出

■�2021年9月17日㈮　第3回臨時理事会
　（書面決議）
◦�水元誠太さん　定款第13条第8節規定によ
り退会届提出

■2021年10月6日㈬　第4回理事会
　11：00〜12：05　佐世保ワシントンホテル
◦観月例会決算について
◦�新会員研修会及び歓迎懇親会　予算及び
実施内容について
　�当日に予定される例会を18：30開会とし、
例会前に研修会、例会後に歓迎懇親会を
おこないます。
　日時／2021年11月10日㈬
　　　　新会員研修会　16：00〜
　　　　例会　　　　　18：30〜
　　　　歓迎懇親会　　19：00〜
　会場／ホテルフラッグス九十九島
◦�第2740地区　佐賀・長崎豪雨災害支援金
について
◦RI第2740地区　地区大会について
　日時／2021年11月27日㈯
　　　　13：00点鐘　17：15閉会予定
　会場／�出島メッセ長崎　コンベンション

ホール
　登録料／一人 10,000円
◦�RI第2740地区　地区大会人頭分担金支出
について
　�8月1日現在会員数76名×5,300円＝
　410,400円　支出科目　地区大会負担金
◦10月、11月例会プログラムについて
　�10月� 13日例会　20日定款第7条第1節(d)
の(3)休会　27日例会（卓話なし）
　�11月�３日祝日休会　10日18：30例会（卓
話なし）
　17日・24日通常例会（卓話調整中）

■2021年10月13日㈬　第4回臨時理事会
　13：15〜14：00　ホテルフラッグス九十九島
◦�第2740地区　佐賀・長崎豪雨災害支援金
について
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◦忘年家族会日程について
　�［変更前］2021年12月18日㈯→
　［変更後］2021年12月11日㈯　18：30〜
　　　　　 於ホテルオークラJRハウステンボス

■活動報告
◦�2021年7月30日　市内8RC会長幹事会
　（ホスト佐世保南RC・佐世保東RC）
◦�2021年8月2日　佐世保市長　朝長則男様
表敬訪問（市内8RC）
◦�2021年8月13日　故 円田三郎会員
　初盆お参り
◦�2021年8月25日　海上自衛隊　佐世保地
方総監　出口佳努様　表敬訪問
◦�2021年9月15日　陸上自衛隊水陸機動団
長兼相浦駐屯地司令 平田隆則様表敬訪問
◦2021年10月6日　
　RI第2740地区第５グループガバナー補佐
　山本規仁様　来訪懇談会　於事務局
　�RI第2740地区ガバナー塚﨑寛様、地区幹
事岡田康信様　公式訪問ZOOM懇談会
　市内8RC会長幹事会（ホスト佐世保西RC）
◦2021年10月13日　故 山縣義道会員
　お参り

■表敬訪問
　2021年9月15日、陸上自衛隊水陸機動団長
兼相浦駐屯地司令　平田隆則様を、菅沼宏
比古会長、廣瀬章博幹事が、役員交代ご挨
拶の表敬訪問

■山縣良子様から友愛基金へご寄付
　山縣良子様から故山縣義道様忌明けのお
礼で友愛基金へのご寄付を頂きました。

入　会　式
■庭木　香充 さん
　西日本新聞社佐世保支局長
　推薦者／福田　金治�さん
　　　　　橘髙　克和�さん
　　　　　（カウンセラー）
　委員会配属／親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
新入会員挨拶
　8月から西日本新聞社佐世保支局長として
佐世保市に赴任しました庭木香充と申しま
す。
　佐世保市は初めての任地となります。
　よろしくお願い申し上げます。
　私は新聞社に入って25年ほどたちます。
記者時代は福岡市政サブキャップ、佐賀県
政キャップ、福岡県政サブキャップ、警察・
司法担当記者などを務めてきました。熊本、
北九州でデスクを経験し、7月まで社会部で
警察・司法担当デスクとして勤務しました。
新聞社では行政や政治、事件事故、街の話
題などの取材を通じて、いろんな経験をし
てきました。
　今回、新たに佐世保市に赴任し、佐世保
ロータリークラブに入会させていただきま
した。新聞社とは違った新しい視点で地域
のことを考える機会をいただいたことに、
感謝の気持ちでいっぱいです。
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　これから、いろいろと学んでいきたいと
考えておりますので、皆さま、よろしくお
願い申し上げます。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．台南RC
　季刊合訂本

2．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2021年10月のロータリーレートは、
　1ドル＝112円です。

3． 第2740地区ガバナー 　塚㟢　　寛 さん
　第3地域ARRFC 　駒井　英基 さん
　ロータリー財団委員長 岡村　康司 さん
　�D2740 地区独自の恒久基金認証制度につ
いて
　�ロータリー財団恒久基金に累積で2000
ドルを超えてご寄付頂いた方（略称EF：
Endowment�Fund制度）を設ける事になり
ました。

4．長崎南RC 幹事　馬場　政隆 さん
　11月例会より、例会場変更のお知らせ
　変更前：�ANAクラウンプラザホテル長崎

グラバーヒル
　変更後：�ヒルトン長崎
　　　　　（長崎市尾上町4番2号）

5． 第1地域E/MGA 中谷　研一 さん、RRFC 羽部　大仁 さん
　第2地域E/MGA 杉岡　芳樹 さん、RRFC 服部　良男 さん
　第3地域E/MGA 佐藤　芳郎 さん、RRFC 永田　壮一 さん
　�ロータリー財団メジャードナー顕彰午餐
会のご案内
　日　時／2021年12月6日㈪
　　　　　 9：00　登録開始
　　　　　 9：40　写真撮影開始

　　　　　11：30　�午餐会開始（予定）
　　　　　13：00　午餐会閉会（予定）
　場　所／The�Okura�Tokyo
　会　場／オークラ・プレステージタワー
　　　　　2階オーチャード
　登録期限／2021年11月5日㈮
　登録料／16,000円
　�メジャードナー会員／該当の方には直接
ご案内しております。

6．10月米山月間資料のご案内
　�会員配布　1.�豆辞典

委員会報告
■ロータリーの友10月号掲載のお知らせ
 　福田　金治
　本日、私がお話するのは、
米山記念奨学生の選考基準に
ついてです。
　詳しい内容は、本日セルフ
ボックスに入っております、
ロータリーの友10月号55ページに私の投稿
記事が掲載されておりますので、後程ぜひ
ご一読ください。
　佐世保ロータリークラブは、先輩会員の
ご苦労で、寄付額は86,000,000円です。私
もこれまで米山記念奨学会の設立目的に賛
同して、寄付を続けて参りました。
　掲載記事に詳しく書いておりますが、
2006年の米山記念奨学会の理事会で制度改
正が行われ、それまでの米山記念奨学会の
奨学生選考基準が変わりました。
　私がこの事に気づいたのは、ガバナーに
なりました2018年です。
　改正内容は、それまでは経済的に困って
いる優秀な学生に、奨学金を支給しており
ましたが、2006年の制度改革で、経済的に
困っているという条件が選考基準から削除
され、成績が優秀であれば経済的に困って
いない学生でも、奨学生に合格できるよう
になりました。
　事実、当クラブが世話クラブとしてお世
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話した県立大の学生も、ご家族は母国では、
裕福な家庭であることが、後日わかりまし
た。
　この様に選考基準が改正されたことは、
米山記念奨学会地区委員会を経験された方
以外は、ほとんどご承知無いと思いました
ので、ロータリーの友に投稿し、本日お話
しさせていただきました。
　寄付は、個人の考えでされる訳ですが、
現在の米山記念奨学会の選考基準を理解さ
れた上で、寄付していただくようにお願い
します。

■職業・社会奉仕委員会 委員長 吉田　英樹
　9月11日に国際ロータリー
第2740地区職業奉仕委員会セ
ミナーが開催されました。当
日はZoom参加のみでしたが、
職業奉仕に関する講演がなさ
れ、また、いくつかの班に分かれ意見を述
べる場が設けられました。
　毎年開催されていると思いますが、職業
奉仕について考えるいい機会になりますの
で、特に入会年数が短い方は参加されてみ
てはいかがでしょうか。

■前年度幹事 納所　佳民
　前年度の会計の御寄付の件
でご報告をします。
　2021年6月30日、円田浩司
会員より30万円の御寄付を頂
いております。
　御尊父で会員の円田三郎様の忌明けがお
済みになられ、当クラブへの寄付をお申し
出になられました。
　御寄付は友愛基金へ入れさせて頂きます。
　謹んでご報告をさせて頂きますと共に、
ご報告が遅くなりました事をお詫び申し上
げます。

朗遊会より
 朗遊会幹事　池田　真秀
　本日は8月に行われました
朗遊会の結果発表と次回開催
日についてのご報告とお知ら
せをいたします。
　まずは前回8月28日に佐世
保カントリークラブ石盛コースで行われま
した3位入賞者の結果を発表します。
　第3位は48.45.93ハンデが20.4つきまして
NET72.6の円田昭さんです。
　第2位は39.43.82ハ ンデ9.6つきまして
NET72.4の坂本敏さんでした。
　そして栄えある優勝は41.42.83ハンデが
12つきましてNET71の山口健二さんでし
た。
　ちなみに賞品につきましてはすでにお渡
ししております。
　また次回開催日につきましては先日ご案
内していますように10月30日㈯になります。
場所は佐世保カントリークラブ石盛コース
で11時集合の11時15分スタートとなってお
ります。
　また今年度は休憩が欲しい方とそうでな
い方の両方を考えてハイブリッド式のスタ
ートにしております。休憩なしの方につき
ましてはスタート前までに食事をとってい
ただきスタートとなりますので、予めご了
承ください。
　また10月30日はコンペが多数重なること
から、多くの方に参加していただく意味で
カード参加も歓迎しております。
　既に返信に記入されている方以外でカー
ド参加ご希望の方は私までご連絡ください。

退 会 挨 拶
 いちよし証券　水元　誠太 さん
　2020年11月入会
　2021年10月退会
　会員の皆様にご挨拶ができずに佐世保を
去ることをお許しください。
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　1年弱の短い間でしたが、楽しい時を過ご
すことができました。
　本当にありがとうございました。

その他の報告
 山下　尚登 さん
　先日の母の通夜・葬儀にお
きましては、ご弔問、ご会葬
頂きまして、ありがとうござ
います。クラブよりもご弔意
賜わり重ねて御礼申し上げま
す。
　母は91歳の人生を全うしましたが、佐世
保ロータリークラブの会員の皆様、また奥
様方には大変お世話になりました。生前の
ご交誼に感謝申し上げ、今後ともご厚情賜
わりますようお願い申し上げます。

慶　　　祝
親睦活動委員会　円田　浩司

○今月の誕生祝い
　8月
　溝口　尚則�さん（ 4日）
　筒井　和彦�さん（ 7日）
　橘髙　克和�さん（ 8日）
　松尾　　貴�さん（ 8日）
　萩原多恵士�さん（10日）
　松尾　慶一�さん（11日）
　吉田　英樹�さん（30日）
　9月
　米倉洋一郎�さん（ 6日）
　岩崎　正俊�さん（14日）
　田中丸善保�さん（19日）
　10月
　大久保利博�さん（ 8日）
　平尾　幸一�さん（ 9日）
　大神　吉史�さん（11日）
　中村　真弥�さん（12日）
　出端　隆治�さん（13日）
　古賀　久貴�さん（28日）
　坂本　　敏�さん（28日）

出席・例会委員会　長野　哲也
○永年会員表彰　9月
　中島　祥一�さん（35年）

○出席100％表彰　8月
　菅沼宏比古�さん（24回）
　安部　雅隆�さん（ 4回）

親睦活動委員会　内海　暢邦
○結婚記念月のお祝い
　8月
　玉野　哲雄・貞子�さん�　ご夫妻（13日）
　9月
　河原　忠徳・綾香�さん�　ご夫妻（ 3日）
　下田　弥吉・律子�さん�　ご夫妻（ 7日）
　納所　佳民・季代子�さん�ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子�さん�ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子�さん�　ご夫妻（18日）
　谷川　辰巳・由佳�さん�　ご夫妻（18日）
　長野　哲也・純子�さん�　ご夫妻（23日）
　黒木　政純・結花�さん�　ご夫妻（28日）
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ニコニコボックス
親睦活動委員会　大塚　隆夫

富永　雅弘 さん
　1997年の入会以来24年間、佐世保ロータ
リークラブに在籍いたしました。
　今日迄の皆様のご厚情に心から御礼申し
上げます。
　クラブの籍は離れますが、今後ともご指
導ご鞭撻をいただければ、大変ありがたく
存じます。
　皆様のご健勝とクラブの発展を祈ります。
　ありがとうございました。

坂本　　敏 さん、円田　　昭 さん
　朗遊会ゴルフにて入賞しました。ありが
とうございました。

橘髙　克和 さん、松尾　　貴 さん
吉田　英樹 さん
　8月誕生月のお祝いをいただき、ありがと
うございました。

菅沼宏比古 さん、安部　雅隆 さん
　8月出席100％表彰、ありがとうございま
した。

米倉洋一郎 さん、岩崎　正俊 さん
　9月誕生月のお祝いをいただき、ありがと
うございました。

中島　祥一 さん
　9月永年会員表彰、ありがとうございまし
た。

納所　佳民・季代子 さん
中村　徳裕・真理子 さん
池田　真秀・妙子 さん
谷川　辰巳・由佳 さん
黒木　政純・結花 さん
長野　哲也・純子 さん
　9月結婚記念月のお祝いをいただき、あり
がとうございました。

大神　吉史 さん、出端　隆治 さん
古賀　久貴 さん、坂本　　敏 さん
　10月誕生月のお祝いをいただき、ありが
とうございました。

芹野　隆英 さん
　先週金曜日、ここフラッグスで米海軍の
パーティーがあり、出席したら、何と400名
のパーティーでした。
　アメリカではコロナはなかった事になっ
ているとか…ビックリしましたが、日本も
早くコロナから脱却できるよう期待してニ
コニコします。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 31,000円
� 累　　計� 138,500円

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：松本　祐明　カメラ担当：池田　真秀）


