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皆さんこんにちは。先々週

末より豪雨による被害が、熊

本県を中心に全国に広がっ

ておりますが、梅雨前線が停

滞してますので、まだまだ大

雨にご注意下さい。災害後の

ニュースを観ると、被災され

た方、そしてボランティアの

方々が、懸命に泥やがれきの

撤去作業されてる現場が映し出され、改めて大変な災

害だったと痛感しました。一日早い復興を願うと共に、

我々のできる支援活動をしていかなければと考えます。 

さて、１３日月曜日は、市内８ＲＣの会長・幹事によ

る市長表敬訪問に、宮崎幹事と共に行ってきました。市

長への意見・要望の時間で、ある会長が、このコロナ禍

の中、ロータリークラブの運営で、例会や懇親会などや

っていいのか判断しにくい、行政としてメッセージや

指標があればと尋ねられて、市長は、まず今のところは

佐世保市で、２カ月感染者が出ていないし、国も５００

０人以内のイベントがＯＫとなった今、コロナ対策は

していきながらではありますが、経済を動かすために

も、市の職員に懇親会など積極的に勧めていると話さ

れていました。 

そしてその日の夕方、２７４０地区ガバナー事務所

より、１０月２３日・２４日に開催予定でした地区大会

が、来年５月に延期のお知らせが届きました。全国での

最近のコロナウイルス感染者の状況を考慮されてだと

思います。 

１４日火曜日は、女性コーラス、コスモスの練習を再

開されたので、コミセンに挨拶に行ってきました。１０

月の創立３０周年記念式典に向け、天皇陛下御即位の

時、嵐が披露した奉祝曲「レイホフ ウォーター」の練

習を始められました。 

さて、ロータリーの事について調べておりましたら、

「ロータリーの会長とは」という文章がありましたの

でお話ししたいと思います。ロータリーの会長とは、形

式上のクラブ代表者であり、しばしば象徴の天皇とし

て例えられます。ＲＩや他クラブと対処する時は、会

長・幹事が共に代表権者となり、クラブ内では、運営の

責任と事業の執行権、理事・役員の任命権を合わせ持ち

ますが、事業の執行権は、幹事に任せるべきだそうです。

会長には、クラブ運営という大きな責任があり、強いリ

ーダーシップが要求されます。会長の特権として、毎例

会に会長の時間が与えられますが、会長挨拶でなく、会

員の方に対する奉仕の理念の提唱こそ、大きな責任だ

そうです。世俗の論理を尊重しがちな日本では、社会的

地位とか、年功序列にとらわれやすく、若い会長が極端

に少ない。会長を経験しなければ、ガバナーになれず、

ガバナーを経験しなければ、ＲＩの理事や会長になれ

ない規約なので、会長に就任する年齢が高い日本から

は、働き盛りのＲＩ役員を出すことが、先ず不可能なの

が現実です。規定審議会で、日本の意見が通らないのも

原因がそこにもあると思います。幸い、我が佐世保中央

ＲＣは、若い会員が沢山いらっしゃいますし、特に倉科

君は、上を目指されているみたいですので、５年、１０

年後、私は見届けることが出来ないかもしれませんが、

そういう事を踏まえながら活動して頂ければと思いま

す。 

 

 

 

 

 

１．例会変更・休会 
  佐世保西ロータリークラブ 

   ８月４日（火）１８：３０～ 

   セントラルホテル佐世保 ※納涼会の為 

  佐世保東南ロータリークラブ 

   休会 ８月１２日（水） 

８月１９日（水）１９：００～ 

   アヴァンティ ※納涼例会の為 

 

２．来信 
  ■ガバナー事務所 

  ・米山記念奨学生の“出前卓話”のご案内 

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８０％：会員数４７名・出席２７名・欠席１０名・出席規定免除会員９名・ビジター０名 

出席２７名・出席規定免除会員９名 
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  ・社会奉仕事業アンケートご協力依頼 

  ・ポリオ・ワンコイン BOX についてのお願い  

 

 

 

 

 

 

中央会 幹事 川島 千鶴君 
７月２４日の中央会、ご参加ありがとうございまし

た。朝から天気が心配されましたが、プレイ中は雨が

止み何とか出来てプレイ終わりにすごい雨になったの

で、開催出来て良かったと安堵致しました。次回は９

月１３日（日）１２時０１分スタートで予定しており

ます。皆様ふるってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

佐世保 RC 円田 昭様 
本年度、池永会長、八重野副会長、宮﨑幹事のご活

躍を心より祈念申し上げます。併せて貴クラブの創

立３０周年をお祝い申し上げます。増々のご発展を

願っております。時節柄、リモートでのニコニコを

ご容赦ください。 

池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 
本日も例会にご出席いただきありがとうございま

す。早いものであっという間に７月最後の例会とな

ってしまいました。やっと梅雨明けしてくれそうで

す。先日、オリンピックまであと１年を切りまし

た。１年後のイメージが出来ませんが楽しい１年後

にしたいです。本日は第１回クラブフォーラムで

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

前田 眞澄君 
本日の第１回クラブフォーラムはクラブ管理運営委

員会が担当します。最後までお付き合いの程よろし

くお願いいたします。 

井手 陽一君 
中央会、取り切り戦、ともに優勝を頂きました。あ

りがとうございました。次回は９月に予定されてい

ます。必ず参加します。また、３０周年での遠征も

予定されているようです。楽しみです。 

宮﨑 正典君 
先日の中央会は、筒井君、川上君、藤井君と回りま

した。若手の台頭が著しいのでそろそろ削っておこ

うと思いましたが、途中スコアがわからなくなるく

らいたたき、結果筒井君、藤井君にも負け、川上君

ともあまり変わらないスコアでした。今後３人の前

ではゴルフの話をしません。参りました！ 

澤田 磨君 
山県町のお店の６月売上２７０店主ランキング、全

国７位、呼売が３位となりました。コロナの件で都

市圏が上がってこない中ですが、良かったのでニコ

ニコします。 

片桐 康利君 
本日の卓話は親睦例会活動委員会も担当ですが、５

年に１度の入札と重なり、前田委員長にお願いして

います。コロナの中での懇親会の親睦ルールを提案

しますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

本日の合計    20,000円 

本年度の累計  151,000円 

 

 

 

 

 

 

◆第１回クラブフォーラム◆ 
 

クラブ管理運営委員会 前田 眞澄委員長 

本年度第 1 回のクラブフォー

ラムということで新入会員さん

も増えていますので、先ずクラブ

フォーラムについてご説明した

いと思います。フォーラムとは直

訳しますと「公開討論」と成りますが、ロータリーで

いうクラブフォーラムとは別名クラブ討論会といい、

以前はクラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・

新世代奉仕の五大奉仕と言っていましたが、今はそ

れが当クラブでは、大委員会が６委員会、小委員会が

７委員会と変化し、その各々委員会の中から問題を

取り上げ、その実施、推進について全会員が討論し進

路を見出そうとする会合であります。 

３０分の持ち時間の中で皆様のご意見を収拾し、

まとめるのは物理的に厳しいですので、今回はクラ

ブ管理運営委員会の本年度の事業と各委員長さんの

取り組み方やお考えを直接話して頂き、その後、皆様

のご意見をお聞きしたいところをアンケートという

手法でお願いしていく流れでクラブフォーラムを進

めさせて頂きたいと思います。 

先ず、クラブ運営管理委員会としましては本年度

の活動計画を創立 30 周年の年度としてクラブとし

て計画されている全事業、行事がスムーズ且つ有意

義に遂行されることを目的とした活動を行っていこ

うと考えています。しかしながら、中々収束が見えな

い新型コロナウイルス禍の中、ましては逆に長崎県
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内、佐世保市内で感染者が増えている現状の中で時

勢やクラブの状況を見据え柔軟に対応し、クラブと

して「今」においてのベストは「何か」を優先判断と

して実行可能な事業形態を模索していきたいと思い

ます。 

次に親睦例会活動委員会の説明ですが、片桐委員

長がお仕事で早退されていますので、私が代行で話

をさせていただきます。先ず８月６日に開催予定し

ています「新年度親睦例会」の件ですが、ウイズコロ

ナと言われる中で、クラブとしては初めての全会員

を対象としたお酒を伴う親睦会となります。開催に

当たってはコロナ感染防止対策を可能な限り行って

の親睦会を行うようにしています。この新年親睦例

会での新しい親睦会のルールが今後予定しています

親睦系の事業である創立記念祝賀会、賀寿の会の延

寿会における運営指針となる重要な事業になると思

います。 

片桐委員長が別添資料でお配りしています「親睦会

等の新しいルールを作りましょう」で冒頭に記述さ

れています「これからも目の前の大切な人と、楽しい

時間を続けて行くために、一人ひとりが気を付けて、

楽しい時間にしましょう」、この文章に片桐委員長の

想いが集約されています。「目の前の大切な人と、楽

しい時間を続けて行くために」、会員のみなさんが安

全で安心して参加していただき、そしてそれが今回

の懇親会だけでなく次の親睦事業の開催へと継続し

ていってもらいたいとの想いです。互いが楽しく且

つ持続させるためには今までは必要でなかったルー

ルが不可欠だと思います。皆さんには参加に当たっ

ては色々とお願いや注意事項等が通常案内とは様相

を呈していますが、コロナウイルス感染予防の為に

必要なものとご理解を賜りたいと思います。 

この後はクラブビジョン・本田委員長と式典例会出

席・倉科委員長に事情計画とお考えをお願いしまし

て、最後にアンケートをお願いしたいと思います 

 

アンケート 内容 

① 佐世保中央 RC 事業で継続事業は必要と思いま

すか？ 

② 思う方でその年数として妥当だと思うのはどれ

ですか？ 

3年以内（   ）4年～6年（   ）7年～10

年（   ）10年以上（   ） 

③ 継続事業として事業系ではどちらが望ましいと

思いますか？ 

社会奉仕系（   ） 青少年奉仕系（   ） 

その他（         ） 

④ コロナウイルス対策を行っていれば、宴会懇親

会は行っていいと思いますか？ 

⑤ 懇親会の新しいルールでの宴会で親睦は図れる

と思いますか？ 

⑥ 全国的にコロナ感染者が増えていても長崎県内

又は佐世保市内での感染者が増えていなければ、

懇親会は行ってもいいと思いますか？ 

⑦ コロナ感染者増加次第では懇親会系事業の急遽

中止は仕方ないと思いますか？ 

思う（   ） 当初の形でなくとも工夫し

て行ったほうが良い（   ） 

⑧ 8 月 6 日開催の新年度懇親会の案内での【注意

事項】に関して 

過剰すぎると思う（   ）  コロナ禍では妥

当だと思う（   ） 

⑨  ホームクラブからの懇親会系事業の案内が来る

とコロナ禍の中でも出席義務を感じますか？ 

⑩ ホームクラブ主催懇親会への出席は自己責任に

なると思いますか？ 

ご記入お疲れ様でした。

ご協力 ありがとうございました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：馬場 貴博君 

次回例会/８月６日１２：３０～ 


