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2021〜2022年度 R.I.会長

SERVE TO CHANGE LIVES ̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
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）

Club of Sasebo
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

令和

00
4

年

01
6

月

00
8

日

第

0,0005
3,444

NO 23

回例会

日》会員数 75 名（出席免除会員

27 名）
・出席

41 名・欠席 34 名・ビジター

0

名・出席率

54.67 ％

《 5月25日》会員数 73 名（出席免除会員

27 名）
・出席

36 名・欠席 37 名・メークアップ

0

名・修正出席率

65.45 ％

《本

会 長 挨 拶
副会長 米倉洋一郎
本日は菅沼会長が社用のた
め欠席です。
本日の卓話は、会員の商工
中金支店長の鈴木さんです。
楽しい話が聞けると思います
ので、よろしくお願いします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

幹 事 報 告
副幹事 谷川 辰巳
1.国際ロータリー日本事務局 経理室
2022年6月のロータリーレートは、
1ドル＝127円です。
2.国際ロータリー事務総長兼最高経営責任者
ジョン P. ヒューコ氏
ウクライナでの戦争による人道的危機に対し
1.皆 さまの取り組みをロータリーショー
ケースへの掲載について依頼
2.こ れまでに世界中で行われてきた多く
のプロジェクトの一部をご紹介
3.各地での支援活動について
4.災 害救援補助金へのロータリーアクト
の参加について
My Rotary ホームページからもご覧ください。

https://msgfocus.rotary.org/
c/1nJXbEOmyT5JeSKuDI0yHIBmDws
3.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
友事務所の対応の件（お知らせ）
1.友事務所運営について
基 本的に友事務所職員は時差出勤と在
宅勤務併用
2.問合せ方法について
極 力メールもしくはFAXにてお願いし
ます。
4.佐世保学園長
橋下 雅彦 さん
「社会を明るくする運動」月間における
意見発表会の開催について
日時／令和4年7月5日㈫
13：00〜14：20頃まで
会場／佐世保学園大教室

委員会報告
■次年度親睦活動委員会
委員長 安福 竜介
7月2日㈯開催の役員交代式
ですが、現在56名の出席予定
です。
数名の方の返信が未だ届い
て い ま せ ん が、 多 く の メ ン
バーで新たなスタートのお祝いをしたいと
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思います。是非、ご出席をよろしくお願い
します。

その他の報告
長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長 神山 由梨
例会のご案内
下記の通り開催致しますので、ご案内申
し上げます。ご多忙の折、誠に恐縮ではご
ざいますが、皆様のご出席を心からお待ち
しております。
日 時／令和4年6月17日㈮
18：00 受付開始
18：05 点鐘
18：10 会長挨拶
18：15 来賓挨拶
18：20 ニコニコ紹介
18：25 メインテーマ
「サイ

レントブルーサークル
について」
19：00 終了予定
例会場／長崎国際大学 研究棟3階
R201教室

慶

ニコニコボックス
親睦活動委員会 永瀬 徳豊
米倉洋一郎 副会長、谷川 辰巳 副幹事
田村 和大 さん、庭木 香充 さん
岩崎 正俊 さん、橘髙 克和 さん
中村 真弥 さん、永瀬 徳豊 さん
長野 哲也 さん、坂本
敏 さん
大久保利博 さん、納所 佳民 さん
大神 吉史 さん、池田 真秀 さん
筒井 和彦 さん、増本 一也 さん
中村 徳裕 さん、出端 隆治 さん
安部 雅隆 さん、福田 金治 さん
福田 金吾 さん、松本 祐明 さん
西田 勝彦 さん、円田 浩司 さん
安福 竜介 さん、古賀
巖 さん
草津 栄良 さん、古賀 久貴 さん
田中丸善保 さん、中島
顕 さん
鈴木清輝さんの卓話に期待してニコニコ
します。
田村 和大 さん、松本 祐明 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。

祝

親睦活動委員会 庭木 香充
○今月の誕生祝い
池田
豊 さん（ 8日）
田村 和大 さん（18日）
岡
英樹 さん（22日）
松本 祐明 さん（23日）

◇

ニコニコボックス

本日合計 32,000円
累
計 583,500円

卓

話

「半世紀を振り返って」
新会員

鈴木

清輝

（㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長）

私 は、1972年1月 生 ま れ の
50歳です。自宅は埼玉県内に
構えており、妻と大学生の男
子2人、 高 校 生 の 女 子1人 の5
人家族です。現在は、長崎市
内のマンションに住まわせていただいてお
りますが、単身赴任生活は連続13年になる
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ところです。
商工中金には1994年に入社し、浦和支店
（現・さいたま支店）を初任地に、帯広・横浜・
仙台・足利・金沢・彦根・神戸・長崎を経て、
昨年10月に佐世保支店に着任いたしました。
弊社では、全国すべての都道府県に店舗を
構えておりますが、その中でも最も東に位
置する帯広支店を経験し、そして沖縄を除
けば最も西に位置する佐世保支店に勤務さ
せていただくこととなり、全国各地を渡り
歩いていることを、誇らしく・感慨深く思
っているところです。
これまで28年の社会人生活のなかで最も
大きな出来事は、仙台支店在籍時の東日本
大震災です。発生当日は、津波で大きな被
害を受けた女川町内の水産加工会社に向か
う途中でした。地震発生が女川町内に到着
する直前だったこと、海岸付近を通らなか
ったこと、などが幸いし、今こうして元気
にいられるわけですが、少しでも時間が前
後していたり、異なる行動をとっていたら
無事でいられなかったかもしれません。当
日訪ねる予定だった取引先の役員の方は残
念ながら亡くなられましたし、お世話にな
った多くの方々が津波で亡くなりました。
かつて見ていた風景が一変してしまった様
子は、今でも昨日のことのように思い出さ
れます。
そして、その後の復旧対応では、泥まみ
れの手形小切手の取り立てや、財務資料を
すべて流されてしまったお取引先への融資
審査など、平時にはない多くの経験をさせ
ていただきました。最近では「BCP」の重
要性が叫ばれるようになりましたが、これ
は本当に大切なことだと身にしみておりま
す。決して他人事と思わず「想定外を想定」
し、常日頃から対策をとっておくことが重
要だと思います。BCP計画の策定にあたっ
ては、行政からも多くの支援策や優遇策が

出ております。弊社からも情報提供させて
いただきますので、ぜひご連絡ください。
最後に、歴史と伝統のある佐世保ロータ
リークラブに入会させていただき、地域を
代表する方々に出会えたことを大変光栄に
思います。この佐世保の地にいる間は、皆
さんと、たくさんコミュニケーションさせ
ていただき、たくさん学び、たくさんのコ
トをいただいてまいりたいと思います。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

＊今後の例会予定＊
6月15日 会員卓話

委 員 長：池田
副委員長：松本

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＊

日時／6月17日㈮ 18：00〜
会場／長崎国際大学 研究棟3階 R201教室
＊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：池田

クラブ会報委員会

山口

真秀
祐明

委

真秀

カメラ担当：中村

員： 長富
船場

正博・中村
昭裕・鈴木

真弥）

真弥
清輝

（3）

