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2022～2023年度 テーマ IMAGINE ROTARY　̶ イマジン ロータリー ̶
2022～2023年度 R.I.会長 ジェニファー E. ジョーンズ （ウィンザー・ローズランドRC／カナダ、オンタリオ州）

会　長：中村　徳裕　　　　幹　事：福田　金吾
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例会場：レオプラザホテル佐世保（毎週水曜日） TEL 0956-22-4141
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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　4 7 6 3,448 1

会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日は、新年度第一回の例
会に多数のご出席を賜り、誠
にありがとうございます。コ
ロナや台風の影響もなく、こ
のような晴天のもと、無事に
新年度をリアル開催でスタートできること
に、心から感謝しております。
　また、先週7月2日の役員交代式には、ハ
ウステンボス・ホテルヨーロッパ・レンブ
ラントホールを会場に、名誉会員　海上自
衛隊佐世保地方総監　海将　西成人様、佐
世保市長　朝長則男様、令夫人多加子様に
ご臨席賜り、多くの皆様とともに厳かなる
式典を開催出来ましたことを、ありがたく
厚く御礼申し上げます。親睦委員会の皆様
の行き届いた準備のもと、皆様と親睦を深
める懇親会を、数年ぶりに楽しめたこと、
本当に幸運だったと思っております。
　さて、昨日7月5日、福田金吾幹事、安部
雅隆副幹事とともに、少年院「佐世保学園
意見発表会」に出席し、佐世保RCを代表し
て「参加賞」を授与し、「激励の言葉」を述
べてきました。
　これまで歴代の会長並びに青少年奉仕委
員会担当の方々が、毎年この事業に参加し

て、収容者の更生を励まし、支援してきま
した。この「佐世保学園」はすでに報道さ
れております通り、令和5年3月をもって業
務停止が決定し、70余年の歴史を閉じるこ
ととなっております。少年院は刑罰を与え
る場所ではなく、少年の更生のための教育
の施設であり、法務省のスタッフの皆様が
熱心に指導されています。5名の入所者が一
生懸命準備し暗記して発表する姿を見て、
私も一生懸命励ましの言葉を述べてきまし
た。彼らが更生し、成長し、新たな人生を
築いていけることを心から願っています。
　今回および次回の例会は、新年度のスター
トにあたってのクラブ協議会となっており
ます。皆様のご協力をいただきながら、充
実した会の運営ができますよう頑張ってま
いりますので、ご指導ご鞭撻のほど、どう
ぞよろしくお願いいたします。

中村新体制スタート!!中村新体制スタート!!

《本　　日》会員数 75名（出席規定免除 25名）・出席 45名・欠席 30名・（免除者欠席 19名）・ビジター 0 名・出席率 60.00 ％

《 6月22日》会員数 75名（出席規定免除 27名）・出席 44名・欠席 31名・（免除者欠席 20名）・メークアップ 1 名・修正出席率 81.81 ％
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入　会　式
■梅村　尚一郎 さん
　㈱梅村組　代表取締役社長
　推薦者／大神　邦明 さん
　　　　　（カウンセラー）
　　　　　廣瀬　章博 さん
　委員会配属／ 親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
　この度は、歴史と伝統を持つ佐世保ロー
タリークラブに入会させていただき、誠に
ありがとうございます。
　わたしは昭和9年創業の建設を生業として
いる「梅村組」の代表取締役です。
　祖父はこのクラブのチャーターメンバー
であったと聞いております。祖父・父と繋
いできた歴史に恥じぬよう、精進していき
ますのでご指導、ご鞭撻をよろしくおねが
いします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.国際ロータリー日本事務局　経理室
　2022年7月のロータリーレートは、
　1ドル＝136円です。

2.ロータリー文庫運営委員会
 委員長　菅原　光志 さん
　 新年度に当たり各クラブへの文書配信の

お願い
　 電子図書館のご利用に必要なユーザー名：

rotary-bunko、パスワード：sugahara@2022

3.第2740地区直前ガバナー 塚㟢　　寛 さん
　ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（御礼）
　 7月1日より8月末日まで（直前ガバナー事

務所）残務処理

　 直前ガバナー事務所は、8月13日㈯〜16日
㈫まで夏季休業

4.第2740地区ガバナー 上村　春甫 さん
　 2022-2023年度地区資金（前期分）送金の

お願い

5.第2740地区ガバナー 上村　春甫 さん
　 国際青少年交換委員長 堀川　二雄 さん
　 2023-2024年度 国際青少年交換学生（派

遣）の募集について
　書類提出先／ガバナー事務所
　　　　　　　2022年8月31日　必着

6.佐世保南RC
　佐世保北RC
　 2022-23年度「クラブ現況と活動計画書・

前年度活動報告書」

7.佐世保市海の日協賛会
 会長　朝長　則男 様
　 海をきれいに“ビーチクリーンアップ”への

参加ご協力について（お願い）
　日時／7月18日（月・祝）8：30集合
　　　　9時から1時間程度実施
　場所／九十九島パールシーリゾート
　　　　 （コロナ感染予防のため人数制限あ

り）

8.佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
 会長　土井　庸正 様
　 令和4年度育成協議会会員募集のお願い
　一口100円　10口

①メークアップ方法について（2022-23年度） 
② 永年会員・出席100%表彰記念品変更につ 

いて
 
　以上の2点について資料を配布しておりま 
すので、ご確認よろしくお願いします。
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委員会報告
■親睦活動委員会 委員長　安福　竜介
　先週7月2日㈯に開催いたし
ました役員交代式には、名誉
会員、ご夫人含めて総勢63名
の多くの皆様にご出席いただ
き、新年度の新たな門出をお
祝いすることができました。
　2019年の木村会長から丸3年ぶり、コロナ
禍になって中々崩せなかった大きな壁を1枚
破ることができて、とても感慨深いものが
ありました。
　今年度、まだまだ残り5枚の壁が残ってお
りますので、これからも親睦活動委員会一
同頑張ってまいります。

■職業・社会奉仕委員会
委員長　坂根　　毅

ビーチクリーンアップ参加者
募集
　佐世保市海の日協賛会（会
長：朝長則男様）からの依頼
事項で数年ぶりにビーチク
リーンアップ活動が催されます。
　佐世保ロータリークラブでも、社会奉仕
活動として、多数の参加をお願いします。
　日時／7月18日（月・祝）8：30集合
　　　　9：00開始　10：00終了予定
　場所／九十九島パールシーリゾート
その他
◦ 海の日協賛会により、参加者は傷害保険

への加入を行いますので、7月11日までの
事前申し込みが必要です。

◦雨天決行・荒天中止
　決行・中止のお知らせは当日ＦＭさせぼ

（FM87.3kHz)にて7時5分と7時35分に放送予
定。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　委員長　安福　竜介

菅沼宏比古 さん、廣瀬　章博 さん
西田　勝彦 さん、井上　斉爾 さん
鈴木　清輝 さん、山口　幸生 さん
出端　隆治 さん、円田　　昭 さん
米倉洋一郎 さん、中村　真弥 さん
木村　公康 さん、庭木　香充 さん
田村　和大 さん、永瀬　徳豊 さん
指山　　立 さん、増本　一也 さん
船越　　温 さん、船場　昭裕 さん
長野　哲也 さん、大神　吉史 さん
松尾　　貴 さん、芹野　隆英 さん
納所　佳民 さん、加納洋二郎 さん
安福　竜介 さん、田中丸善弥 さん
松本　祐明 さん
　中村会長の新たな1年のご活躍を、大いに
期待してニコニコします。
　福田幹事、安部副幹事も頑張ってくださ
い！！

中村　徳裕 会長、大久保利博 副会長
福田　金吾 幹事、安部　雅隆 副幹事
　いよいよ2022-2023年度がスタートいたし
ました。1年間、どうぞよろしくお願いいた
します。

中村　徳裕 会長、大久保利博 副会長
福田　金吾 幹事、安部　雅隆 副幹事
増本　一也 さん、廣瀬　章博 さん
大神　吉史 さん、出端　隆治 さん
芹野　隆英 さん、松尾　　貴 さん
納所　佳民 さん、坂元　　崇 さん
安福　竜介 さん、黒木　政純 さん
米倉洋一郎 さん、大神　邦明 さん
　梅村尚一郎さんの入会を歓迎して、ニコ
ニコします。

クラブ管理運営委員会
 委員長　芹野　隆英 さん
親睦活動委員会 委員長　安福　竜介 さん
出席・例会委員会 委員長　出端　隆治 さん
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プログラム委員会　委員長　古賀　久貴 さん
　1年間よろしくお願いいたします。

奉仕プロジェクト委員会
 委員長　納所　佳民 さん
職業・社会奉仕委員会
 委員長　坂根　　毅 さん
国際奉仕・姉妹クラブ委員会
 委員長　松尾　慶一 さん
　1年間よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会
 委員長　坂元　　崇 さん
ロータアクト委員会
 委員長　谷川　辰巳 さん
インターアクト・青少年活動委員会
 委員長　草津　栄良 さん
　1年間よろしくお願いいたします。

会員増強委員会 委員長　池田　真秀 さん
会員増強・職業分類委員会
 委員長　長野　哲也 さん
ロータリー情報・文献記録委員会
 委員長　古賀　　巖 さん
　1年間よろしくお願いいたします。

公共イメージ委員会
 委員長　松尾　文隆 さん
クラブ会報・広報委員会
 委員長　𠮷田　英樹 さん
　1年間よろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会
 委員長　大神　吉史 さん
財団・米山・補助金委員会
 委員長　坂本　　敏 さん
　1年間よろしくお願いいたします。

黒木　政純 さん
　役員交代式は会員皆様のご協力で、滞り
なく行うことができましたことを、改めて
お礼申し上げます。
　しかし、懇親会の最後でソングリーダー

として「手に手をつないで」の指揮をミス
して、うまく手をつなげなかったことを反
省しています。そのお詫びと、中村徳裕丸
の船出にエールを送り、ニコニコします。

増本　一也 さん
　役員交代式記念の「囲碁・将棋大会」と「健
康麻雀大会」にてダブルで優勝できたので、
少し多目にニコニコします。

庭木　香充 さん
　6月17日に盛大に開催されました記念麻雀
大会で過分にも2番手の栄誉をいただきまし
たのは、ひとえに私の後方から手取り足取
りのご指導をいただいた芹野さんのお力と、
その様子を温かく見守ってくださった参加
者のみなさんのおかげです。「2人羽織」の
準優勝に感謝してニコニコさせていただき
ます。

出端　隆治 さん
　先日の役員交代式記念ゴルフコンペでは、
100点にもかかわらず優勝させていただき、
ありがとうございました。
　同伴いただきました、納所佳民さん、坂
元崇さん、松尾貴さん、ありがとうござい
ました。
　今後は2ケタでゴルフできるよう、努力い
たします。ありがとうございました。

松尾　文隆 さん
　役員交代式記念ゴルフコンペにて入賞し
ましたので、ニコニコします。

◇
ニコニコボックス 本日合計 74,000円
 累　　計 74,000円
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＊今後の例会予定＊ 
 7月13日 クラブ協議会
　　20日 海上自衛隊佐世保地方総監
 海将　西　　成人 様
　　27日　新会員　庭木　香充 さん
 8月 3日  安部重幸第5グループガバナー補佐

訪問
 クラブ協議会
　　10日 〜指定休会〜
　　17日 上村春甫ガバナー公式訪問
 （佐世保西RCと合同例会）
　　24日 佐世保工業高等専門学校
 准教授　入江英也　様
　　31日 新会員卓話　岩崎正俊さん

＊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。

クラブ協議会

■2022〜23年度会長 中村　徳裕
2022～2023年度 運営方針

■委員会活動計画
　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　納所　佳民

○職業・社会奉仕委員会
　（長）坂根　　毅　（副）山口　健二
○国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　（長）松尾　慶一　（副）西田　勝彦

■青少年奉仕委員会
　　委員長　坂元　　崇

○ローターアクト委員会
　（長）谷川　辰巳　（副）指山　　立
○インターアクト・青少年活動委員会
　（長）草津　栄良　（副）松尾　　貴

■ロータリー財団委員会
　　委員長　大神　吉史

○財団・米山・補助金委員会
　（長）坂本　　敏　（副）中川　知之
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（今週の担当：吉田　英樹）
（カメラ担当：中島　　顕）

2022〜2023年度 役員交代式 とき／令和4年7月2日㈯ 会場／ハウステンボスホテルヨーロッパ

2022〜2023年度 記念懇親会 とき／令和4年7月2日㈯ 会場／ハウステンボスホテルヨーロッパ

2021〜2022年度
会長挨拶

菅沼宏比古 さん

司会
親睦活動委員会

委員長　
安福竜介 さん

万歳三唱
会長エレクト

円田浩司 さん

開式のことば
2021〜2022年度 副会長
米倉洋一郎 さん

来賓挨拶
名誉会員 海上自衛隊佐世保地方総監

西　成人 様

司会
2022〜2023年度 会場監督
黒木 政純 さん

新役員・理事・監事紹介

役員交代式記念囲碁・将棋大会表彰 役員交代式記念健康麻雀大会表彰

役員交代式記念ゴルフ大会表彰

手に手つないで
ソングリーダー
黒木政純 さん

余興 Twins Harmony

閉式のことば
2022〜2023年度 副会長
大久保利博 さん

2022〜2023年度
会長挨拶

中村 徳裕 さん

新会長挨拶
中村　徳裕 さん

来賓挨拶および乾杯
名誉会員 佐世保市長 朝長 則男 様

前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈
「お疲れ様でした」

鐘の伝達

新会長　副会長
幹事　　　　　　副幹事

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充


