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本日の出席率８４.４４％：会員数４９名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員６名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２７名・メークアップ０名・出席規定免除会員５名

　皆様こんにちは、 約 1ヶ月ぶり

の例会になります。 皆様の元気な

姿を見て少しほっとしています。 コ

ロナウイルスの世界的な流行で経

済もロータリーも大変な影響を受

けています。 まだ市内８ロータリー

クラブで例会を再開したのは佐世

保中央ロータリークラブと西ロータ

リクラブだけです。 その他は 6 月末まで休会になっていますが

我々中央ロータリークラブは最善の注意をしながらロータリ活動

を再開する事にしました。 他のロータリークラブと同じ様に休会も

考えました、 そして皆様の仕事にも多大な影響が出ていて経済

の先行きが見えない状況ですが、 こんな時こそみんなで情報を

共有して助け合いながら頑張っていかなければと思い再開を決

断しました。 そして我々ロータリークラブが今こそ一番必要とされ

る職業奉仕・社会奉仕活動を実践していく時だと思います。

　今、 佐世保中央ロータリークラブは社会奉仕活動の一環とし

て 5 月の連休明けから、 子供食堂に弁当と食材の提供をしてい

ます。 来週の水曜日で一旦終了しますが、 子供達や運営をさ

れているボランティアの皆さんから大変喜んでいて抱いていま

す。 これからもいろいろな形で協力出来ればと思います。

　そして我々ロータリークラブの会員同士も大変な時こそ仕事や

プライベートで協力し合えれば、 心強いと思いますので、 是非

皆様と頑張って行きましょう、 そしてコロナに打ち勝ちましょう。
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有田ロータリークラブ　岩尾 慶一様
１．例会変更・休会
　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　休会　６月４日(木)　

　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　変更　６月２９日 （月） １２：３０～　通常例会　　　　　　

　　　　　　　ホテルヨーロッパ　レンブラントホール

　　　休会　６月８日・１５日・２２日(月)　

　＊佐世保東南ロータリークラブ

　　　休会　６月３日(水)　

　3 月　3 日　溝上純一郎・京子　 ご夫妻
　3 月 23 日　宮﨑　正典・美佐子　ご夫妻
　3 月 30 日　崎元　英伸・ジン　  ご夫妻
　3 月 30 日　四元　清安・千晴　  ご夫妻

昭和 25 年 3 月　7 日　橋口　佳周  君
昭和 32 年 3 月 12 日　筒井　琢磨  君
昭和 16 年 3 月 21 日　福田　英彦  君
昭和 37 年 3 月 22 日　八重野一洋  君
昭和 27 年 3 月 26 日　井上　亮   君

３月

３月

　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　休会　６月全日程

２．来　　信
■国際ロータリー日本事務局

・６月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝108円

■ガバナー事務所

・現況下での例会の開催方法と出席について

■ロータリーの友　事務所

・8月号特集へのご寄稿のお願い

・配布遅延のお詫び
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南部 建会長・田中 啓輔幹事・前田 眞澄副会長
皆さんこんにちは。 久々の例会です。 今日の例会は次年度

の会長 ・ 幹事による卓話となっております。 よろしくお願いい

たします。

南部 建会長
結婚記念日が５月２０日でした。 お花ありがとうございました。

前田 眞澄副会長
誕生日と結婚祝いのプレゼントありがとうございました。

福田 英彦君
誕生日と結婚記念日のお祝いありがとうございました。

ニコニコします。

西村 浩輝君
４月２９日結婚記念日のお花ありがとうございました。 外出自

粛の期間中 和むことができました。

山瀧 正久君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

竹本 慶三君
５月３日結婚祝いありがとうございました。

橋口 佳周君
皆様、 ご無沙汰しております。 休会している間、 馬渡君に

は仕事の相談や親戚のことまで色々お世話になりました。

ロータリーの友情に感謝いたします。

また、 この度 （明日６月５日） 当社では、 自動車タイヤのフラ

ンチャイズチェーン店 「タイヤの安売り王ビーライン佐世保卸

本町店」 をオープンいたします。 諫早、 島原に次いで長崎

県３店舗目です。 タイヤがいつでも安いのが売りですので、

機会がございましたらご来店ください。 尚店休日は火曜日と

なっております。

溝上 純一郎君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 すっかり忘れてい

ました。 ニコニコします。

井上 亮君
昨日４１回目の結婚記念日を迎えました。 ロータリーから心の

こもった花を頂きましたのでニコニコします。 また、 ３月２６日

が誕生日でした。 ニコニコします。

崎元 英伸君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

池永 隆司君
４月に３９回目の結婚祝いの花を頂きましたが、 コロナの影響

でか夫婦共すっかり忘れていたので助かりました。 それとこ

の後 PETS などの報告がありますのでニコニコします。

崎山 信幸君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

宮﨑 宗長君
４月２９日は３６回目の結婚記念日でした。 お祝いありがとうご

ざいました。

八重野 一洋君
３月の誕生日へ 「さかのぼる」 ということでニコニコします。 プ

ラス５月の結婚記念日にきれいなお花を頂きました。 ダブル

でニコニコします。

４月

４月

４月　６日　古川　直記・敏子　 　ご夫妻
４月１３日　池永　隆司・智恵子　 ご夫妻
４月２０日　香月　章彦・貴子　　 ご夫妻
４月２３日　前田　眞澄・ひとみ　 ご夫妻
４月２９日　西村　浩輝・雅子　　 ご夫妻
４月２９日　山瀧　正久・秋子　　 ご夫妻
４月２９日　宮﨑　宗長・可苗　　 ご夫妻

昭和２４年４月　１日　指山　康二 君
昭和３５年４月１５日   前田　眞澄 君
昭和３９年４月１７日　香月　章彦 君

 5 月　1 日　有吉　中　・征子　ご夫妻
５月　３日　竹本　慶三・多恵子 ご夫妻
５月　５日　崎山　信幸・やよい ご夫妻
５月　９日　福田　英彦・ちづ子 ご夫妻
５月　９日　澤田　磨　・ルリ　ご夫妻
５月２０日　南部　　建・裕子　 ご夫妻
５月２４日　八重野一洋・貴久実 ご夫妻

昭和３５年５月　８日　片桐　康利 君
昭和５２年５月２９日　倉科　聡一郎 君
昭和３７年５月３１日　七種　純一君

５月

５月
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本日の合計　　　　   40,000 円

本年度の累計　　　  792,000 円

川島 千鶴君
皆様、 ご無沙汰しておりました。 お元気でお過ごしだったで

しょうか。 さて、 なかなか新型コロナウイルスの出口が見えな

い状態ですが、 １日も早い終息の為、 子ども達の絵で市民

の皆様へ呼びかけしたいと展示を計画致しております。 皆様

におかれましては、 集められた作品３５０点の作品の展示や

協賛のお願いを致したく引き出しに入れておりますのでどうぞ

ご協力をお願いいたします。 数多いご賛同を心からお待ち

致しております。

香月 章彦君
誕生日と結婚祝いのプレゼントありがとうございました。

芥川 圭一郎君
例会再開おめでとうございます。 普通が良いですよね。

宮﨑 正典君
結婚祝いありがとうございました。

片桐 康利君
４４歳になりました。 今後ともよろしくお願いいたします。

倉科 聡一郎君
誕生日祝いありがとうございました。

若手ということで頑張ってまいります。

筒井 琢磨君
３月に４３歳の誕生日を迎えました。 最近暇なので健康に気

を付けてウォーキングやランニングをやっています。 この機

会にダイエットを成功させたいと思っています。 ありがとうござ

いました。

澤田 磨君
結婚記念日ありがとうございました。

馬渡 圭一君
皆様お元気そうでなによりです。

　■会員卓話■　

次年度会長　池永 隆司 君

　新型コロナウイルス感染拡大により、 被

選理事会と３０周年記念事業実行委員会

を　３月４月と中止にしていたが、 ５月１５日 （金） に被選理事会

を全員出席のもと開催。 議案が会長・副会長・幹事交代式等

を協議した。

　そして、 ５月２１日 （木） には、 ３０周年記念実行委員会を、

会長の竹本君、 副会長の指山君、 実行委員長の井上君、 副

実行委員長の馬場君、 次年度副会長の八重野君、 次年度幹

事の宮崎君と私で、 今後の委員会活動についての協議をした。

　

　２７４０地区の補助金管理セミナーで、 ２月２日 （日） １３ ： ３０

～場所：東彼杵総合会館、 次年度幹事の宮崎正典君、 次年

度Ｒ財団委員長の橋口佳周君と、 内容は①Ｒ財団寄付目標一

人当たり、 １５０ドルの達成②ロータリー財団寄付ゼロクラブを無

くす。③地区補助金とグローバル補助金の活用④１１月と２月の

財団セミナーを受けないと補助金申請できない。

　２月４日付、２７４０地区より、（ＰＥＴＳ） 会長エレクト研修セミナー

　３月１５日 （日）　点鐘１３ ： ３０～場所が鹿島の割烹清川。 ３月

９日に我が佐世保中央ＲＣの３月例会が休会を受けて、 ３月４月

の被選理事会と３０周年実行委員会の中止を決定した中、 ３月３

日付、 会長エレクトセミナーが４月１２日に延期された。 そういう

中、 ３月１７日 （火） １８ ： ３０～場所が馨で、 ２０２０～２０２１年

度第1回佐世保８ＲＣ会長・幹事会が、 佐世保ＲＣ主催で、 全

クラブ出席で行われた。 ２７４０地区より、 ５月１７日 （日） 開催

予定の理事・役員の方の為の地区研修・協議会が中止。 会長

エレクトセミナーの開催中止。 代替えとして地区のガバナー補佐

が代行。 第６グループは佐世保北ＲＣの緒方信行氏。

　４月１４日 （火） 午後２時から、 １時間　グランドファーストイン

佐世保にて、 会長・幹事対象。 まずはＲＩ会長の紹介　ドイツ　

ヘルツオークトウム。 ラウエンブルク ・ メルンＲＣ所属のホルガー

クナーク氏がＲＩ会長、 そして今年の１月２０日、 ガバナー予定

者が出席して、 サンディエゴで行われた国際協議会で講演され

たビデオを１０分間見た。 ２０２０－２０２１年度ＲＩ会長のテーマは

「ロータリーは機会の扉を開く」 ロータリーとは、 クラブに入会す

るだけでなく、 無限の機会への招待であると述べられたという。

そして国際ロータリー第２７４０地区ガバナーエレクトは、 鹿島ＲＣ

（３０数名） の花島光喜氏　地区ビジョンとしては、 ２７４０地区は

ＲＩテーマを理解し、 地域の特性に合った活動をすることにより具

現化する。

　地区目標は①地区運営 （ＤＬＰ：地区リーダーシッププラン） と

して、 ファシリテーション委員会の設立を目指す。 奉仕プロジェ

クトの中に職業奉仕委員会を入れる。ＲＩと共にポリオ根絶のため

最後の取り組み。②クラブ運営 （ＣＬＰ：クラブリーダーシッププラ

ン） として、 ファシリテーション方式の例会の試行 （年１回）　戦

略計画委員会を全クラブ設立。 我がクラブはクラブビジョン委員

会。 ロータリー財団への支援　ロータリー財団への年次寄付目

標　１人平均１５０ドル　年間米山記念奨学会への年次寄付目標

　１人平均１６０００円　年間。 ポリオプラス支援：月１回ワンコイン

運動への協力。 次年度地区行事としては、 ７月～１０月にガバ

ナー公式訪問。ＩＭの開催は、 各ガバナー補佐にお任せ。 第５

グループのガバナー補佐　遠田公夫氏 （佐世保ＲＣ）　２０２１年

１月３１日開催予定、 場所はフラッグス。 第６グループの

ガバナー補佐　緒方氏も是非やりたい。 第 5第 6グループ合同

開催かも。

　地区大会本会議は、 １０月２４日 （土） 武雄市文化会館

　国際大会は、 ２０２１年６月１２日～　台湾

　２０１９規定審議で、 クラブと地区に定款並びに定款細則の変

更がきていたが、 コロナ感染拡大の影響で被選理事等も開け

ず、 充分な協議も出来ていないので、 変更しない。
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対外事業…　スペシャルオリンピックスは１０月に予定通り行う予

　　　　　　　　 定です。 コロナ関連の事業を行う予定です。

対内事業…　１１月の旅行は延期とし池永年度中に行うが検討中

　　　　　　　　 です。

創立記念式典…　予定通り１０月８日に行います。

記念誌…　予定通り制作します。

30 周年実行委員会
　井上 亮 実行委員長

ＳＡＡ： 倉科 聡一郎君

次回例会／６月１１日１２ ： ３０～


