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回例会

日》会員数 73 名（出席免除会員

27 名）
・出席

36 名・欠席 37 名・ビジター

0

名・出席率

49.31 ％

《 5月11日》会員数 73 名（出席免除会員

27 名）
・出席

48 名・欠席 25 名・メークアップ

0

名・修正出席率

65.75 ％

《本

会 長 挨 拶
会長

例 会 記 録
菅沼宏比古

皆さん、こんにちは。
コロナの感染状況はなかな
か減少に向かわず、かえって
県内の幼稚園、保育園や小中
高校では、増加している状況
です。しかし、文科省ではマスク使用の制
限を緩和しようとしています。理由はどう
であれ、子どもたちは、マスク着用が当た
り前になっていることなどを考えると、ま
だ緩和は早いのではと思います。子どもた
ちの中には、顔出しをしたくないことを理
由にマスクは外さないといっているようで
す。コロナにより、私たちの活動が変化し
てしまったことを強く感じます。前向きな
変化であれば良いのですが、そうでないと
するならば問題だと思います。
さて、本日の例会は、卓話はなしにして、
職場訪問として「SASEBO軍港クルーズ」
を実施いたします。多くの皆さんに参加い
ただくことになっております。佐世保の街
を普段と違う角度から見ることができると
思います。担当委員会の筒井さん、吉田さ
んにはお世話になります。
先週、市内8RCゴルフ大会が行われまし
た。団体戦では佐世保RCが優勝し、個人戦
では米倉さんが優勝されました。おめでと
うございました。
本日もよろしくお願いいたします。

◯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.ガバナーエレクト
上村 春甫 さん
地区米山記念奨学委員会
委員長 松田 洋一 さん
2022-23年度 米山記念奨学委員長セミナー
開催のご案内
日時／6月18日㈯ 受付 13：30〜
セミナー 14：00 開会
16：30 閉会予定
会場／西九州大学 佐賀キャンパス
クラブ出席予定者／次 年度米山記念奨学
委員長
欠席の場合はクラブより1名のご出席要請
2.ガバナー
塚㟢
寛 さん
規定審議会代表議員
福田 金治 さん
地区幹事
岡田 康信 さん
2022年規定審議会 決定報告書送付につ
いて（ご連絡）
◦ヒューコ事務総長からの書簡
◦審 議会で採択さた立法案（修正された
立法案を含む）
◦採択された案件の得票数
◦立法案反対表明書式
（審議会で採択された立法案について規定

審議会代表議員福田金治さんより次週例
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会でご説明いただきます。）
3.ガバナーエレクト
上村 春甫 さん
インターアクト委員長 長戸 和光 さん
ホストクラブ会長エレクト 岡田 展成 さん
（長崎中央RC）
2
 022-2023年度インターアクト年次大会の
ご案内
日時／2022年7月30日㈯ 10：00 開会
会場／長崎ブリックホール
登録料／
ロータリアン（1名につき）
10,000円
インターアクトクラブ顧問教師（1名につき） 5,000円
インターアクター（1名につき） 5,000円
提唱クラブ協力金（1クラブにつき） 70,000円
登録締切日／2022年6月17日㈮
登録料振込〆切日／2022年7月15日㈮
4.佐世保東RC
2022-2023年度 会長 吉田 親司 さん
市
 長表敬訪問のご案内
日時／2022年7月7日㈭ 10：00〜10：30
集合時間／9：45
集合場所／佐世保市役所 1階ロビー

朗遊会より
米倉洋一郎
2022年5月22日㈰
市内8RCゴルフ大会
団体戦 優勝
個人戦 優勝
米倉洋一郎 さん
朗遊会
優勝 大久保利博 さん
2 位 古賀 久貴 さん
3 位 中村 真弥 さん
6月4日

役員交代式記念ゴルフ

慶

祝

親睦活動委員会 大塚 隆夫
○結婚記念月のお祝い
大久保利博・美香 さん ご夫妻（ 9日）
陣内 純英・薫
さん ご夫妻（12日）
立花 秀樹・享子 さん ご夫妻（18日）
木村 公康・智里 さん ご夫妻（23日）
安福 竜介・美映子 さん ご夫妻（27日）

委員会報告
■職業・社会奉仕委員会 委員長 吉田 英樹
「SASEBO軍 港 ク ル ー ズ 」
における集合場所を従来「佐
世保観光情報センター」とし
ておりましたが、「新みなと
ターミナル」に変更します。
突然の変更で申し訳ありませんが、よろし
く願いいたします。

ニコニコボックス
親睦活動委員会 山口 健二
安部 雅隆 さん
一昨日5月23日、佐世保北RCで卓話をさ
せていただきましたことをご報告します。
依頼された題材は「青少年育成」という
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ことで、3年前のハワイプロジェクトとロー
ターアクトの話を半分、もう半分で九州文
化学園での取り組みを紹介してまいりまし
た。30分、本クラブのメンツに傷がつかぬ
よう精一杯話しましたが、何とか乗り切れ
たと自負しております。
ちなみに例会が始まると、卓話者は会長
と幹事の間という一番目立つ席で、例会中
は終始参加者の方々と対峙して着席するよ
うになっていたことは大変驚きでした。そ
の他、本クラブとは異なる習慣もあり、勉
強になりました。
あ と、 そ の 例 会 前 日 に 開 催 さ れ た 市 内
8RCのゴルフコンペの結果の報告がありま
した。佐世保北さんは準優勝だったみたい
ですが、本クラブが優勝したということに
も言及され、少し肩身の狭い思いをさせら
れました（笑）。
恐縮ですが謝礼も頂きましたので、報告
と共にニコニコさせていただきます。
最後に同行していただいた福田金吾さん、
ありがとうございました！

古賀 久貴 さん
朗遊会にて入賞しましたので、ニコニコ
します。

◇

ニコニコボックス

本日合計 10,000円
累
計 514,500円

＊今後の例会予定＊
6月 1日 会員卓話

西田

佐世保公証役場
8日 新会員卓話

大久保利博 さん、安福 竜介 さん
木村 公康 さん
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。
米倉洋一郎 さん
5月22日の8RCゴルフ大会にて優勝しまし
たので、ニコニコします。
大久保利博 さん
第5回朗遊会にて優勝しましたので、ニコ
ニコします。

勝彦 さん

鈴木

公証人
清輝 さん

㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長
15日 会員卓話

山口

健二 さん

西肥自動車㈱ 代表取締役社長
他バスガイド
22日 クラブ協議会
29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＊

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。

（今週の担当：安福

クラブ会報委員会

委 員 長：池田
副委員長：松本

真秀
祐明

委

竜介

カメラ担当：船場

員： 長富
船場

正博・中村
昭裕・鈴木

昭裕）

真弥
清輝
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