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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 11 10 3,428 7

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 53 名・欠席 7 名・ビジター 0 名・出席率 69.73 ％

《10月13日訂正》会員数 76→74名（出席免除会員 27 名）・出席 49→48名・欠席 25→10名・ビジター 0 名・出席率 66.21→64.86 ％

《10月13日》会員数 74 名（出席免除会員 27 名）・出席 48 名・欠席 10 名・メークアップ 1 名・修正出席率 66.21 ％

会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんばんは。
　暦の上では立冬が過ぎ、朝
夕はずいぶん肌寒くなり、あ
わてて衣替えをする季節とな
りました。
　さて、コロナの感染状況も落ち着き、佐
世保市の感染レベルがようやく「1」に下が
り日常の生活が戻りつつあります。
　佐世保ロータリークラブの例会も通常に
戻し運営していきたいと思っております。
ただ、例会場であるレオプラザは12月1日ま
では接種会場として利用されるため、もう
しばらくはこちらフラッグスを利用させて
いただきます。
　本日は、この例会に先立ち新会員研修会
を実施いたしました。講師をお務めいただ
いたパスト会長の古賀　巖さん、橘髙克和
さん、福田金治さんには心より感謝申し上
げます。また、会員増強委員会並びにロー
タリー情報・文献・雑誌委員会の皆様には、
準備、運営をしていただきありがとうござ
いました。
　また、本日より新しい仲間をお二人お迎
えいたします。このあと入会式を行います。
なお、後先になりましたが、本日の新会員
研修会にはご参加いただいております。ご
理解ください。
　本日の例会終了後、新会員歓迎懇親会を
行います。久しぶりの会合となり、楽しみ

にしておりますが、お願いがあります。
　コロナ感染を鑑み、マスク会食とし、お
話をされる場合はできるだけマスクを着用
しておいてください。よろしくお願いいた
します。
　本日の例会も、最後までよろしくお願い
いたします。

入　会　式
■船場　昭裕 さん
　いちよし証券㈱ 佐世保支店 支店長
　推薦者／米倉洋一郎 さん（カウンセラー）
　　　　　円田　浩司 さん
　委員会配属／親睦活動委員会
　　　　　　　クラブ会報・広報委員会
新会員挨拶
　本日は、新会員研修会に参加することが
出来、大先輩のお話を聞かせていただきあ
りがとうございました。また、新会員歓迎
懇親会を開催いただき誠にありがとうござ
いました。多くの大先輩に囲まれて緊張し
ておりましたが、優しく声をかけていただ
き大変ありがたく、少しずつ落ち着くこと
が出来ました。改めて、歴史と伝統のある
佐世保ロータリークラブへ入会させていた
だき光栄に思っております。これからの人
生をより楽しく良いものにするため「四つ
のテスト」を噛み締め参加させていただき
たいと思います。今後ともよろしくお願い
いたします。
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■鈴木　清輝 さん
　㈱商工組合中央金庫 佐世保支店 支店長
　推薦者／田中丸善保 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
　　　　　　　クラブ会報・広報委員会
新会員挨拶
　商工中金佐世保支店の鈴木と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
　このたびは、歴史と伝統ある佐世保ロー
タリークラブのメンバーに加えていただき
ありがとうございます。
　先ほどの新会員研修では、3名の講師の
方からロータリークラブの歴史や伝統、活
動内容など多岐にわたり貴重なお話を伺い、
大変勉強になりました。また、講師の福田
さんからもご紹介いただきましたが、商工
中金の本支店役職員の中で、ロータリーク
ラブのメンバーに加えていただいているの
はごく少数と伺っており、大変な名誉と思
っております。
　さらに、佐世保ロータリークラブに加入
させていただくことで、佐世保経済界の多
くを知ることができ、かつ幅広く・奥深い
人脈を得ることができると伺っており、そ
の点からも大変光栄に存じております。
　佐世保支店着任から間もなく、またロー
タリークラブの一員としても新人でござい
ます。何かと不行き届きがあるものと存じ
ますが、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしく
お願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2021年11月のロータリーレートは、
　1ドル＝114円です。

2．第50回　ロータリー研究会
　招集者　RI理事 辰野　克彦 さん
　組織委員会委員長 服部　陽子 さん
　第2740地区ガバナー 塚㟢　　寛 さん
　2021-22年度　国際ロータリー　ゾーン1A,2,3
　第50回ロータリー研究会　記念講演会
　オンライン視聴のご案内
　日時／2021年12月8日㈬
　　　　開場14：30 開会15：00 閉会16：45
　講演の詳細はこちらから
　https://ri-seminar.com
　「ポストコロナの生命哲学」
　講演者　福岡　伸一 氏
　　　　　青山学院大学教授・生物学者

3． RI日本事務局　財団室
　財団室ニュース2021年11月号
　発行日　10月28日

4． 国際ロータリー日本事務局　業務推進・IT室
　 ロータリーショップ（オンライン）閉設

に伴い、2020年3月末にてRI出版物日本
語版をはじめ、有料／無料、ピンなどを
含むすべての販売を終了。

　 こちらはRI本部の決定によるもので、全
世界共通となっております。

5．ロータリーの友委員会　委員長
　一般社団法人ロータリーの友事務所
　 代表理事　鈴木　　宏 さん
　 新型コロナウイルス感染症に関する友事

務所対応の件（お知らせ）
左：鈴木清輝 さん　右：船場昭裕 さん
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　 12月28日まで時差出勤と在宅勤務併用で
業務遂行

6．第2740地区ガバナー 塚㟢　　寛 さん
　地区大会実行委員長 植松　俊徳 さん
　① 地区大会の参加人数と登録料のお振込

について
　　登録料送金締切／2021年11月26日㈮
　　クラブ一括振込
　②交通手段確認について
　③地区大会マップ
　④スケジュールの変更について

7．佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
　 会長　土井　庸正 さん
　育成協議会入会の御礼

慶　　　祝
親睦活動委員会　船越　　温

○今月の誕生祝い
　井上　斉爾 さん（ 3日）
　福田　金治 さん（ 4日）
　草津　栄良 さん（ 7日）
　大塚　隆夫 さん（ 9日）
　永瀬　徳豊 さん（11日）
　髙田　俊夫 さん（18日）
　松尾　文隆 さん（22日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　円田　浩司

会員増強委員会	 委員長　芹野　隆英	さん
ロータリー情報・文献記録・雑誌委員会
	 委員長　草津　栄良	さん

＊今後の例会予定＊ 
11月17日 新会員卓話　中村　真弥 さん
　　24日 新会員卓話　永瀬　徳豊 さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

12月 4日㈯　歳末助け合い街頭募金
　　11日㈯　佐世保市交通遺児支援街頭募金

＊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。

　2021-2022年度 新会員研修が無事に開催
できました。
　講師をお務めくださいました、
　パストガバナー　福田　金治 さん
　パスト会長　　　橘髙　克和 さん
　パスト会長　　　古賀　　巖 さん
　本当にありがとうございました。
　新会員の皆様、お疲れ様でした。

草津　栄良	さん、大塚　隆夫	さん
福田　金治	さん、井上　斉爾	さん
永瀬　徳豊	さん、髙田　俊夫	さん
松尾　文隆	さん
　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
　昨日、法人会の記念式典に出席いたしま
したところ、ホテルオークラで100名の懇親
会でした。アルコールもあり、コンパニオ
ンさんもいて、にぎやかに行われました。
　佐世保市長も最初から最後まで、ご出席
され、コロナの夜明けも近いなと感じたの
で、ニコニコします。

◇
ニコニコボックス 本日合計 10,000円
 累　　計 159,500円
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新会員研修会
日時／2021年11月10日㈬　16：00〜18：20　会場／ホテルフラッグス九十九島

【新会員　受講者】
〔２回目〕
　出端　隆治、中島　　顕、長野　哲也
　内海　暢邦、指山　　立、船越　　温
　中村　真弥
〔１回目〕
　永瀬　徳豊、大塚　隆夫、庭木　香充
　船場　昭裕、鈴木　清輝

福田　金治
パストガバナー

橘髙　克和
パスト会長

古賀　　巖
パスト会長

司　会
萩原多恵士

R情報・文献記録・
雜誌委員会
副委員長

閉会のあいさつ
芹野　隆英

会員増強委員会
委員長

講師を務めていただいた方々

研修会の様子

　皆さん、こんにちは。
　本日は、新会員研修会にはお
忙しい中ご参加いただきありが
とうございます。また、講師を
お務めいただいたパスト会長の
古賀　巖さん、橘髙克和さん、
福田金治さんには心より感謝申
し上げます。
　さて、我が佐世保ロータリー
クラブは、地区内で二番目に認
証を受けたクラブであり、伝統、

歴史のあるクラブです。私たちはプライドを持って活動をし
なければなりません。また、その覚悟を持っていなければな
りません。皆さんの活動に期待をしてご挨拶とします。

菅沼宏比古
会　長
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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・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　

（今週の担当：中村　真弥　カメラ担当：中村　真弥）

新会員歓迎懇親会
日時／2021年11月10日㈬　18：30〜20:00　会場／ホテルフラッグス九十九島

　新会員の皆さんの入会を心から歓迎します。
また、本日の研修会たいへんお疲れ様でした。
これからの佐世保ロータリークラブでの活動を
楽しんでください。また、佐世保での生活をエ
ンジョイしてください。

会長挨拶
菅沼宏比古　会長

歓迎の言葉、乾杯
加納洋二郎　直前会長

万歳三唱
中村　徳裕
会長エレクト

司会
古賀　久貴

親睦活動委員会　委員長 新会員　研修感想発表


