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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）
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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　いよいよラストスパートの
直線コースに入ったところに
もかかわらず、先週、先々週
の例会を欠席してしまい、大
変申し訳ありませんでした。ある機関から2
週間の自宅待機命令が出て、一歩も外出が
できませんでした。気を引き締めて、最後
までしっかりと走り続けたいと思っていま
す。皆さんも十分お気を付けください。
　さて、本日は今期初めてのお客様をお迎
えいたしました。大村RC会長の竹房政美さ
んです。後ほどご挨拶をいただきます。今
日はごゆっくりお過ごしください。
　本日はクラブ協議会となっております。
各大委員長さん方よろしくお願いいたしま
す。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」
◯ビジター
　大村RC　会長　竹房　政美 さん

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　梅村　良輔さん　米山功労者

　第8回マルチプル　感謝状伝達

2.第2740地区ガバナー　塚崎　　寛 さん
　ウクライナへの支援活動概要報告
　1．ロータリー財団への災害救援基金送金額
　2．その他の支援概要を別紙の報告依頼
　報告期限／2022年6月22日㈬必着
　報告先／ガバナー事務所
　ri2740tsukasaki@joy.ocn.ne.jp

3.雲仙RC 会長　本多　善彦 さん
　諫早南RC 会長　野中　澄子 さん
　雲仙RC、諫早南RC合併のお知らせ
　新クラブ名称　雲仙諫早南RC
　合併日／2022年6月30日
　認証日／1970年5月25日（雲仙RCの認定日）
　例会場／ホテルフラッグス諫早
　例会日／第1、第3月曜日　12：30〜13：30
　会　長／雲仙諫早南RC　樋口　征司

委員会報告
■ローターアクト委員会

委員長　指山　　立
　ローターアクト委員長の指
山です。報告とご依頼が１点
ずつあります。報告ですが去
る6月17日長崎国際大学にお
きまして、例会が開催されま
した。サイレントブルーサークル、学生ボ
ランティアネットワークサークルの2つの
サークルの部長をお迎えし、会員減少とい

《本　　日》会員数 75 名（出席免除会員 27 名）・出席 44 名・欠席 31 名・ビジター 1 名・出席率 58.67 ％

《 6月 8日》会員数 75 名（出席免除会員 27 名）・出席 41 名・欠席 14 名・メークアップ 3 名・修正出席率 75.86 ％
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う共通の課題を共有し、今後は互いに協力
し合っていきましょうという話になりまし
た。
　次にご依頼ですが、次年度の話になりま
すが、7月8日にパラダイスボウルにおきま
してボウリング例会が開催されます。ぜひ
皆様、お手隙の方はご出席のほどよろしく
お願いします。

その他の報告
■役員交代式記念健康麻雀大会 芹野　隆英
　「お金をかけない、酒を飲
まない、煙草を吸わない　楽
しくプレイしよう」
　去る6月17日㈮、無事開催
されました。12名参加いただ
き、おかげで楽しい時間を共有することが
できました。
　結果は、役員交代式の中で発表いたしま
す。

慶 　 　 祝
 親睦活動委員会　船場　昭裕
○結婚記念月のお祝い
　大塚　隆夫・恵津子 さん ご夫妻（ 6日）
　山口　幸生・雅子　 さん ご夫妻（ 8日）
　永瀬　徳豊・恵子　 さん ご夫妻（25日）
　鈴木　清輝・綾子　 さん ご夫妻（27日）

歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純

「しゃぼん玉」
作詞：野口雨情
作曲：中山晋平

　大正11年11月『金の塔』に掲載され
た。四国徳島への演奏旅行途中、2歳
になる最愛の娘が疫痢で急死との報せ
を受けた野口雨情。後に娘の想い出を
手繰りこの詞をつむいだ。「消えた」という歌詞が4度も
登場する。子を亡くした父のやるせない切なさが伝わる。

「かたつむり」
作詞・作曲：未詳

　明治44年『尋常小学唱歌（一）」に掲載。昭和16年『ウ
タノホン』で姿を消すが、戦後、復活し現在も教科書に
採用が続く。かたつむりは「つぶら虫」、東京では「ま
いまいつぶろ」などといわれたが、この歌の登場で「か
たつむり」、「でんでん虫」の呼び名が主流となる。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　庭木　香充

大村RC　竹房　政美 さん
　本日はお世話になります。
　本来であれば、年度初めに
お邪魔する予定でしたが、コ
ロナのため年度末の訪問とな
ってしまいました。
　幹事の時以来となりますが、佐世保には
仕事でちょこちょこ来ておりますので、ま
た寄らせていただきます。

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
谷川　辰巳 副幹事、米倉洋一郎 副会長
　大村RC会長竹房政美さんのご来訪を歓迎
してニコニコします。

大塚　隆夫 さん、鈴木　清輝 さん
山口　幸生 さん、永瀬　徳豊 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。

◇
ニコニコボックス 本日合計 13,000円
 累　　計 629,500円
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クラブ協議会
■2021〜22年度会長　菅沼宏比古
2021～2022年度クラブ運営報告
　伝統ある佐世保ロータリー
ク ラ ブ2021〜2022年 度 会 長
を拝命し、身の引き締まる思
いでスタートしましたが、前
年度に引き続きコロナ感染対
策を常に意識しながらの運営を余儀なくさ
せられました。例会について年間で47回開
催予定でしたが、実際に開催できたのは26
回でした。また、例会場のレオプラザがコ
ロナワクチン接種会場となり例会場として
利用が出来なくなり、フラッグスさん、花
みずきさんに会場変更しました。会員の皆
様にはたいへんご不便をお掛けしましたが、
皆さまのご理解に心から感謝いたしており
ます。また、行事についても、役員交代式
は例会の中で実施し、懇親会は中止。ガバ
ナー公式訪問およびガバナー補佐訪問は、
時期を変更し、10月6日事務局でZoomにて
会長、次年度会長、幹事３名での対応とな
りました。観月例会は中止。新会員研修会、
歓迎懇親会および忘年家族会については、
感染状況が落ち着いていることもあり実施
できました。年が明けコロナ感染が猛威を
振るい、長寿祈願祭・祝賀会は中止としま
したが、クラブを代表して亀山八幡宮に会
長・幹事で祈願をしてまいりました。観桜
例会は中止し、4月に入り芳春例会として
懇親会を実施し、和やかな中に終了するこ
とができたのではないかと思っております。
また、台南ロータリークラブとの姉妹締結
式については、本来であれば先方に出向き
対面で姉妹締結式を実施するべきところで
すが、国際奉仕・姉妹クラブ委員会の準備
により、2月14日リモートではありますが無
事に終了いたしました。
　以上のように中止、変更をせざるを負え
なかった状況で、皆さんにご迷惑をお掛け
しました。また、各委員会の皆さんにはご
苦労をお掛けいたしました。とくにクラブ

管理運営委員会の皆さんにはたいへんご心
労をお掛けしました。
　さて、2021〜2022RI会長のシャカール・
メータ氏よりRIテーマが発表されました。
　「奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために」
　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ると実感してい
ます。
　最後になりますが、すべての会員の皆様
のご理解ご協力に心から感謝申し上げます
と共に、これまでの諸先輩方の築かれた歴
史を受け継ぎ、今後の佐世保ロータリーク
ラブの発展を心から願い報告といたします。
ありがとうございました。

■委員会活動報告
　詳細は、「クラブ現況、活動計画および報
告書」をご覧ください。

■奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　筒井　和彦

○職業・社会奉仕委員会
　（長）吉田　英樹　（副）溝口　尚則
○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）大神　吉史　（副）納所　佳民
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＊今後の例会予定＊ 
  6月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。

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　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：池田　真秀　カメラ担当：松本　祐明）

■青少年奉仕委員会
　　委員長　福田　金吾

○ローターアクト委員会
　（長）指山　　立　（副）松尾　　貴
○インターアクト・青少年活動委員会
　（長）坂元　　崇　（副）長野　哲也

■会員増強委員会
　　委員長　芹野　隆英

○会員増強・職業分類委員会
　（長）松尾　慶一　（副）出端　隆治
○ロータリー情報・文献記録・雑誌委員会
　（長）草津　栄良　（副）萩原多恵士


