
ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 第 1389回 令和 2年 7月 2日号 

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスマンション 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

みなさんこ

んにちは。2020

－2021 年度が

いよいよ始ま

りました。会長

させて頂きま

す池永です。1

年間 宜しく

お願いします。

前年度、南部会長、前田副会長、田中幹事、本当にお疲

れさまでした。今年度も側面からのご協力よろしくお

願いします。先週の会長・副会長・幹事交代式には、４

４名と多数の会員の皆様にご出席いただきありがとう

ございました。これまでの交代式とは違うスタイル、ウ

ィズコロナということで、来賓の方をお呼びせず奥様

方もお呼びしていないので、勿論コーラスもなしそし

て懇親会もなし、私の家内は晴れ舞台が見れなかった

と残念がっていましたが、前田クラブ管理運営委員長、

倉科式典例会・出席委員長を初め、委員会の方々、進行

をしていただいたＳＡＡの馬場委員長には、今現在で

きる限りの交代式をして頂き感謝申し上げます。そし

て激励の言葉を頂いた井上パスト会長、本当にありが

とうございました。お酒は年齢と共に弱くなっており

ますので気を付けたいと思います。井上パスト会長も

くれぐれもご自愛頂きたいと思います。 

先週は、交代式の夜に新旧の理事による引継ぎと慰

労会が行われ、２６日には親睦例会活動委員会の初顔

合わせもあり、２９日には３０周年記念実行委員会の

部会長会議もありやっと動き出してまいりました。 

２８日の日曜日、佐世保カントリークラブで開催さ

れた中央会、梅雨の時期なので雨でできないと思って

いましたが、参加者が３１名と多くの会員の方に参加

頂き、途中晴れ間も見え絶好のゴルフ日和でしたが私

はいつも通りのゴルフ談義も出来ないスコアでした。

夜の表彰式と懇親会にも、ゴルフをしない馬渡君も出

席され、３０名弱の会員が参加されどこがコロナなん

だろうと、大盛り上がりの会でした。１年間運営して頂

きました、中央会の山瀧会長、牛島顧問、岡幹事お疲れ

様でした。今年度の中央会は、岩政パスト会長、川島幹

事です。宜しくお願いします。 

昨日 7 月 1 日は、新年度のロータリーの初仕事とし

て、牛島パスト会長より紹介して頂いた入会希望者に

面接に宮崎幹事と一緒に佐々に行ってきました。今年

度は、昨年度よりも２名少ない４７名でのスタートで

す。このコロナ禍の中で会員増強は中々むずかしいと

は思いますが今回の方は、いい報告ができるのではな

いかと思います。 

これまで、パスト会長の方々は、何かテーマを決めて

挨拶されていましたので、私も次回からは、毎回とはい

かないと思いますが、ロータリーのことについてお話

したいと思います。これで第 1 回目の会長挨拶とさせ

て頂きます。 

 

 

 

 

 

１．例会変更・休会 
  ＊佐世保東ロータリークラブ 

   日時 ７月１６日（木）１８：３０～ 

   ※新旧役員交代式の為 ファーストイン早岐 

   休会 ７月２３日（木） 

２．来信 
  ■国際ロータリー日本事務局 

  ・７月のロータリーレート  １ドル＝１０７円 

■ガバナー事務所 

  ・ガバナー事務所開設のご案内 

場所：佐賀県鹿島市大字三河内甲 290-7 

執務時間：10：00～16：00 月～金曜日 

・2020‐2021 年度地区資金（前期）送金のお願い 

  ■旧ガバナー事務所 

  ・ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（御礼） 

■ロータリーの友事務所 

  ・新型コロナウイルス感染症に関する友事務所 

対応の件 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率８６.３６％：会員数４７名・出席３１名・欠席６名・出席規定免除会員７名・ビジター０名 

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１１名・出席規定免除会員８名 
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中央会 2019-2020年度 山瀧 正久 会長 
中央会ゴルフ大会を６月２８日に開催しました。 

会長として１位から３位迄を結果報告します。 

    優勝  筒井 琢磨 君 

    ２位   大久保 厚司 君 

    ３位  田添 直記 君 

牛島さんには実行委員長的な立場で協力をしていただ

き感謝します。１年間ご協力いただいた皆様に感謝を

いたします。 

 

優勝 筒井 琢磨 君 
２回目の優勝をさせていただきました。同組の南部直

前会長、前田直前副会長、そして田雑パスト会長と楽し

く回らせていただいたおかげだと思っております。ま

た優勝目指して頑張ります。ありがとうございました。 

 

中央会 2020-2021年度 岩政 孝 会長 
７月１日より中央会会長 岩政、幹事 川島、相談役 牛

島、幹部補佐 井手・筒井で企画させていただきます。

池永年度を盛り上げるためにもご協力をお願い致しま

す。 

 

中央会 2020-2021年度 川島 千鶴 副会長 
７月２４日（スポーツの日・金・祝日）１１時３４分

スタートで、佐世保カントリークラブ石盛岳ゴルフ場

にて開催いたします。今年度は７・９・１１・１・

３・５月の奇数月に６回行います。早速７月スタート

ですので、多数のご参加をお願い致します。尚、山瀧

年度の年間グランドチャンピオンを決定する取切戦も

兼ねております。資格者は全回参加者、各回優勝準優

勝者となっております。 

 

 

 

 

 

 

池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 
先週行われました会長・副会長・幹事交代式にご出

席頂きましてありがとうございました。いよいよ本

日より 2020-2021 年度がスタートいたします。ま

た、佐世保中央 RC 創立３０周年の記念すべき１年

となります。皆様が健康で実り多い１年となるよう

に全力で突き進みますので、１年間ご支援・ご協力

をお願い致します。 

南部 建直前会長 
１年間お世話になりました。池永会長、八重野副会

長、宮﨑幹事、いよいよスタートですね。頑張り過

ぎない様に体調管理に気を付けてください。 

岡田 文俊君 
一般社団法人させぼラボはご案内の夜直しパーティ

ーを夜店公園通りを閉鎖して開催します。決して密

にならないように集まらないでください。お待ちし

ます。 

筒井 琢磨君 
先日の中央会では１２月に続いて優勝することがで

きました。ハンデもずいぶん減りそうですが、また

優勝できるよう精進してまいります。ありがとうご

ざいました。 

片桐 康利君 
親睦例会活動委員会委員長の片桐です。メンバーは

岩政会員、西村会員、岡田会員、田雑会員、香月会

員、澤田会員、藤井会員です。一年間よろしくお願

いいたします。2019-2020年度会長南部会員、前田

会員、田中会員、役員理事の皆様、昨年度はお疲れ

様でした。また、南部直前会長におかれましては、

バッヂをありがとうございました。 

会員一同 
2020-2021 年度佐世保中央 RC の例会スタートにニコ

ニコします。 

 

本日の合計    55,000円 

本年度の累計  112,000円 

 

 

 

 

 

 

 

◆本年度クラブ運営方針◆ 
 

池永 隆司会長 
本年度、国際ロータリー会長 ホル

ガー・クナーク氏は、ロータリーと

は、クラブに入会するというだけで

なく、無限の機会の招待である。奉

仕プロジェクトを通じて会員自身

や受益者の人生をより豊かにする

ための道を開くのがロータリーである。その奉仕の行

いは、その大小にかかわらず、助けを必要とする人たち

のために機会を生みだすものである。またロータリー

はリーダーシップの機会、奉仕のアイデアを実行に移

すために世界を旅する機会、生涯続く友情の絆を築く

機会を与えてくれる。そういう思いで、今年度のＲＩの

テーマを「ロータリーは機会の扉を開く」とされました。

また、国際ロータリー第 2740 地区 2020－2021 年度ガ

バナー花島光喜氏は、 地区ビジョンとして、三つあげ

られています。一つ目は、私たち第 2740 地区はＲＩテ

ーマを理解し、地域の特性にあった活動することによ

り具現化します。二つ目は、ロータリーの原点である

「親睦」と「職業奉仕」を根幹とし、世界及び地域社会

で良い変化を生み出します。三つめは、それぞれが「魅

力ある・元気ある・個性ある」クラブになることを目指

します。とされました。 

地区目標は、 

① 地区運営（ＤＬＰ）地区リーダーシッププランにつ

いて  
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② クラブ運営（ＣＬＰ）クラブリーダーシッププラン

について  

③ 寄付金は、ロータリー財団への支援「ゼロ」クラブ

「ゼロ」の継続、 

ロータリー財団への年次寄付目標 1人平均 150ドル  

米山記念奨学会への年次目標 1 人平均 16,000 円 

ポリオプラスへの支援 月１回  

ワンコイン運動への協力のお願い 

あと詳細につきましては、８月２７日にガバナー公式

訪問がございますので、その時にお話し頂きたいと思

います。 

さて、日本のロータリーは 1920 年 10 月、東京ＲＣ

が誕生した事に端を発し、今年度 100周年を迎えます。

そして我が佐世保中央ＲＣも、1990年9月に創立して、

今年度創立 30 周年を迎えます、しかし、今年の初めか

ら、新型コロナウィルスの拡大により、世界中に多くの

感染者が出て、それにより亡くなられた方が数多くお

られ、自粛ムードも広がり、社会状況・経済状況が大変

厳しくなっております。そういう事から、ロータリー活

動も大きな転機の年度になるだろうと思われます。た

だこれまで幾多の苦難を乗り越え、全世界で 116年間、

日本でも 100 年もの間、継続ししているのは、ロータリ

ーの活動は奥が深く、学びが多くて魅力ある団体だか

らこそだと思います。本年度 1 年間会長をさせて頂く

にあたり、この未曽有の事態を乗り越えるべく、役員・

理事の方々、そして会員の皆様の心を一つにし、一致団

結して会を運営していきたいという思いで、今年度の

クラブスローガンを「和衷協同」地域のために。そして

未来のために。とさせて頂きました。 

そして本年度のクラブ目標（ウイズコロナ）コロナと

の共存になりますが 

●地域に根付いた奉仕活動を行う 

●会員増強 純増 2 名（退会防止） 

●ホームクラブの例会充実と、修正出席率の向上 

●委員会の活発化と、会員間の親睦 

●新入会員の研修と、リーダーの育成 

以上をクラブの目標とさせて頂きます。 

 

・ＳＡＡ委員会 馬場委員長 

ロータリーの基本である、例会の会場監督。これまでの

常識では開催できませんので、昨年度末の例会運営を

参考にしながら、コロナ対策を充分に考えて頂きたい。

それとこれは、クラブビジョン委員会と関連している

のかもしれませんが、卓話の時間では、対外の卓話者を

当分はお呼びできないとおもいますので、例えば卓話

の時間は、会員タイムにするなど考えて頂きたい。 

・クラブビジョン委員会 本田委員長、 

引き続き、例会のプログラムの編成をお願いします、宮

崎幹事と共に考えて頂きたい。前年度企画されていま

したが、コロナの影響でできなかった、新入会員のセミ

ナーの実施。それとＲＩの戦略計画を参考にしていた

だき、我がクラブの今後５年間の短期・中期のビジョン

を考えて頂きたい。 

・親睦例会活動委員会 片桐委員長 

新任の理事です、このコロナ禍の中、親睦事業を行うの

が中々むずかしいですが、ウイズコロナで何らかの基

準を設けて頂き、若い発想で計画書にもありました、会

員間で友情を深め、会員の家族との親睦を深めて頂け

るような活動をして頂きたい。 

・式典例会、出席委員会 倉科委員長 

新任の理事です、さっそく最初の事業として、会長・副

会長・幹事交代式はお疲れさまでした。今の状況ですの

で、会員だけでのアルコールも無しの今までにない形

でしたので難しかったと思います。次の事業も 30 周年

創立記念例会、会場も変更されそして来賓の方、奥様方

もお呼びできるか、分からない状況ですので、委員会で

充分協議して頂きたいと思います。そして、例会での出

席の報告計画書にも書かれておりました、出席向上に

繋がるような報告をお願いします。 

・クラブ管理運営委員会 前田委員長 

三委員会の取りまとめ役として、特に親睦例会活動委

員長、式典・出席委員長は新任の理事ですので、前田委

員長の親睦としてのたぐいまれな素質を発揮して頂き、  

ご指導いただければと思います。 

・公共イメージ・会報委員会 吉野委員長 

例会の報告原稿収集と写真撮影、そして毎週のクラブ

週報の編集と、地道な作業が主ですが大事な委員会で

す。一年間めげずによろしくお願いします。 

・職業奉仕委員会 大久保委員長 

これまで行ってきた、職場訪問例会、映画招待例会など、

事業ができるか微妙ではありますが、これまでの経験

を生かして頂きより内容のある事業を委員会メンバー

と共に協議して頂き実施頂ければと思います。 

・会員増強委員会 井手委員長 

残念ながら、６月にお二人の方が退会され会員４７名

での船出となりました。会員５０名を目指しておりま

したがまだまだ活発には動けない状態ですがまずは、

純増２名を目標にお願いしたい。現在女性会員が１名。

発掘をお願いしたい。それと委員会で考えて頂きたい

のが、会員増強もですが、このコロナ禍のなか退会防止

が大事だと思います。委員会で充分協議して頂きたい

と思います。 

・奉仕プロジェクト委員会 岡委員長 

昨年度初めて実施された、旭川空港ＲＣとの小学生対

象の交流事業、素晴らしい事業だったと思います。今年

度も地区補助金を利用して違った形で継続して頂きた

い。 

・社会奉仕委員会 

岡君に委員長兼務いて頂きますが、青少年奉仕委員会

の馬渡委員長と連携して頂きここ数年１２月に開催し

ている島瀬公園ステージでの演舞発表会少し形を考え

ての継続をおねがいします。そして今年は新たにＳＯ

（スペシャルオリンピックス）の支援事業を行って頂

く予定にしていましたが、今年度の九州大会・県大会が

中止になってしまいましたのでどういう形でＳＯの支

援ができるかを考えて頂きできましたら継続事業とし

てのスタンスでお願いしたいと思います。 

・国際交流委員会 筒井委員長 

（小）委員長でありますが、初めての委員長で張り切っ

ていらっしゃるとは思います。例年ですと〇周年の時

は創立記念例会に釜山蓮山ＲＣの会員の方に訪問して

頂き翌年の４月には釜山連山ＲＣに訪問するというこ
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とでしたが今回は交流が中々難しい状態です。状況を

見ながらまた他のＲＣとの交流も視野に入れて考えて

頂ければと思います。 

・ロータリー財団・米山奨学委員会 橋口委員長 

パスト会長の橋口委員長は、私たちからするとロータ

リーの知恵袋・ザロータリアンみたいな存在です。特に、

ロータリー財団・米山奨学会について、そしてお金の出

どころの基金会に関しても詳しく以前新入会員セミナ

ーの時にも卓話をされておりました。今年度もそうい

う機会があると思いますいので会員への啓蒙活動をお

願いします。それと今年度が日本のロータリー１００

周年、米山梅吉氏が在籍されていた東京ＲＣが１００

周年になりますので、ここ２年程行っていない米山奨

学会への寄付を考えて頂きたいと思います。 

・国際奉仕委員長 宮崎宗長 委員長 

国際交流委員会と、ロータリ財団・米山奨学委員会の担

当をして頂きます。まずはこのような状況の中、釜山蓮

山ＲＣとの姉妹クラブの継続とどのように活動してい

けばよいのか検討。活動計画にも書かれておりました、

会員の安全：安心を第一に活動して頂ければと思いま

す。会長エレクトの本田君、直前会長と共にご助言よろ

しくお願いします。 

・会計の溝上パスト会長 

予算の作成ありがとうございます。それと会計監査よ

ろしくお願いします。 

・副会長の八重野君 

会長挨拶を代理でしていただく、心の準備だけはして

おいてください。10 年前、田雑パスト会長の第 1 回目

の週報を見させて頂きましたが、クラブ運営方針を田

雑会長がされた後、20 周年実行委員、長富委員長が挨

拶された、坂井部会長より 20 周年記念事業のふれあい

コンサートのパンフレットを配られ、会員が当時 40 名

でしたが、チケットのノルマを一人当たり最低 10 枚と

いうような話をされだいぶ進んでおりました。30 周年

は、先日 29 日に部会長会議を行いましたので、井上実

行委員長に経緯をお話し頂きたいと思います。 

最後に、このコロナ禍のなか前例がございませんので、

なかなか難しい運営になると思いますが、皆様のご指

導とご協力のもと１年間頑張っていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

 

 

３０周年実行委員会  
井上 亮委員長 

６月２９日部会長会議を開催いた

しました。メイン事業のスペシャ

ルオリンピックス佐世保大会は中

止、旅行ももう一度検討してま

す。式典も式場も含め再検討しま

す。招待者もご婦人を含め再検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：馬場 貴博君 

次回例会/７月９日１８：３０～ 


