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こんにちは。連日猛暑が続

いておりますが、皆様におか

れましては、コロナもですが、 

熱中症など、体調管理には気

を付けて頂きたいと思いま

す。 

先週はお盆の為特別休会、

先々週の８月６日（木）は、

本来であれば、新年度親睦例

会として、２月の延寿会以来開催していない、会員間の

懇親会を企画して頂いておりました。しかし新型コロ

ナウイルス感染者の方が、全国に広がるばかりでなく、

長崎県、そして佐世保からも数日間に渡り感染者の方

が出ましたので、やむを得ず休会にしました。ですから   

３週間ぶりの例会になります。その３週間前、先月の 30

日の夜には、会員増強、公共イメージ・会報、国際奉仕・

国際交流、ロータリー財団・米山、委員会による合同の

初顔合わせがありました。メンバーも２０名近くが参

加され、活発な意見が交わされておりましたが、佐世保

市内から感染者が出始めていたころでありましたし、

先輩の方が沢山参加されていましたので、少し心配し

ておりましたが、何事もなく今日の例会に皆さんが出

席されているのを見て安心しました。 

さて本日は、国際ロータリー2740 地区第 6 グループ 

緒方信行ガバナー補佐をお迎えしての、クラブ協議会

となっております。例会前の午前 11 時 30 分より、緒

方信行ガバナー補佐に出席頂き、私と、幹事、会長エレ

クトの 3 人を交えて、懇談会を行い、その中でクラブ運

営に多くの示唆を頂きありがとうございました。今日

のクラブ協議会は、本年度の活動計画を各委員長にご

説明頂きますので宜しくお願いします。そして緒方信

行ガバナー補佐、ご指導、ご助言の程よろしくお願いし

ます。 

最後に、今月は会員増強月間になっております。そし

て今日新たに橋口さんが入会されます。合わせて 48 名

の会員数です。2740 地区には、我が佐世保中央ロータ

リークラブ目標として純増 2 名と報告しておりました

が、会員増強委員会の井手陽一委員長は、会員数 53 名

の 6名の増強を目標にされておりましたので、あと 5名

頑張って頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

１．例会休会 
  ＊佐世保南ロータリークラブ 

   休会 ８月２１日（金）８月２８日（金） 

  ＊佐世保東ロータリークラブ 

   休会 ８月２２日（木） 

  ＊佐世保西ロータリークラブ 

   休会 ８月２５日（火） 

＊佐世保北ロータリークラブ 

   休会 ８月２４日（月） 

 

２．来信 
  ■ガバナー事務所 

・国際ロータリー会長からのご挨拶 

・日本のロータリー100 周年： 

祝う会開催延期のお知らせ 

記念切手発行のお知らせ 

・会員増強部門・職業奉仕部門合同研修セミナー 

中止のご連絡 

・2740 地区ホームページ更新内容 

ロータリー初の女性会長ノミニーに 

ジェニファー E. ジョーンズ氏選出 

 

■佐世保西ロータリークラブ 

・第４回市内８ＲＣ会長幹事会開催のご案内 

 ９月１６日（水）１８時３０分～  

セントラルホテル 

 

 

 

 

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８４.４４％：会員数４８名・出席３０名・欠席９名・出席規定免除会員８名・ビジター５名 

前々回の出席３５名・出席規定免除会員９名 
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◆新入会員の紹介◆ 
 

橋口 輝宗君 （はしぐち てるむね） 
職業分類：保険業 

勤務先：株式会社 あさひ総合保険 

推薦会員：牛島 義亮君・宮﨑 正典君 

〈ひと言〉 

はじめまして。(株)あさひ総合保険の

橋口と申します。 

佐々町で保険の代理店を営んでおりますが、個人事業

からあわせると１１月で２３年を迎えます。いい時も

悪い時もありましたが、ピンチの時には周りの方々か

ら助けていただきました。そういう経験が私の中で大

きく、人と人との繋がりが非常に重要なんだと思い、今

回の入会を決意致しました。偉大な先輩方がたくさん

いらっしゃいますので、自分磨きのためのお勉強をさ

せていただければと思います。皆様どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７４０地区 第６グループ 
ガバナー補佐 緒方 信行様 

本日はお世話になります。今年度の池永 隆司会

長、宮﨑 正典幹事の一年間のご活躍と佐世保中央

RC のますますのご発展を心より祈念申し上げます。 
佐世保北 RC 藤井 良介様、峯 徳秀様、 
永田 武義様、松尾 重巳様、船津 学様 

佐世保中央 RC の皆様、こんにちは。本日は第２７

４０地区 第６グループ緒方 信行ガバナー補佐の

随行にて佐世保北 RC からメークアップに参りまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 
池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 

本日は、 佐世保北 RC 峯 徳秀様、松尾 重巳様、永

田 武義様、藤井 良介様、船津 学様、御訪問頂き

まして有難うございます。 

本日の例会は国際ロータリー２７４０地区第６グル

ープ、緒方信行ガバナー補佐をお迎えしての「第２

回クラブ協議会」です。各委員長の皆様には中央ロ

ータリークラブの活動をどんどんアピールしていた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

牛島 義亮君 
(株)あさひ総合保険 代表取締役の橋口 輝宗君の佐

世保中央 RC への入会を歓迎します。 

池永 隆司君 
義母の初盆の際は皆様に大変お世話になりました。 

八重野 一洋君 
皆様、こんにちは。去る８月６日熊本県の同業仲間

の要請を受け、豪雨災害で被災された球磨川上流エ

リア坂本町にある医療法人峯占医院さんへ車いす移

動車１台を寄贈してまいりましたのでご報告並びに

ニコニコをします。 

 

倉科 聡一郎君 
結婚記念日の花束、ありがとうございました。 

馬渡 圭一君 
いつもお世話になっております。緒方ガバナー補佐

並びに、佐世保北 RC の皆様、暑い中ご来訪いただ

きありがとうございます。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

会員一同 
国際ロータリー２７４０地区第６グループガバナー

補佐 緒方 信行様のご来訪を会員一同、歓迎いたし

ます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

本日の合計    17,000円 

本年度の累計  220,000円 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー２７４０地区 
第６グループ 
緒方信行ガバナー補佐  
 
国際ロータリー２７４０地区

第６グループガバナー補佐の緒
方 信行でございます。 
まずは、先日の７月九州豪雨で被災された方に

謹んでお見舞い申し上げます。 
今年度の佐世保中央 RC の池永 隆司会長、宮﨑 

正典幹事の一年間のご活躍を心より祈念申し上げ
ます。 
今年度 RI会長は、ドイツのホルガ―・クナーク

氏でテーマとして「ロータリーは機会の扉を開く」
とあげています。「私たちのあらゆる行動が、どこ
かで誰かのために機会の扉を開いています」と言
われています。国際ロータリー２７４０地区のガ
バナーは、鹿島ロータリークラブの花島 光喜ガバ
ナーであります。ガバナーの詳しいお話しは、来
週のガバナー訪問でされると思いますので、よろ
しくお願いいたします。 
さて、私は佐世保北 RC所属で、仕事はスイミン

グクラブを経営しております。１９８４年に佐世
保に初めて来まして、佐世保市でスイミングクラ
ブを出店して現在まで、東は群馬県高崎市から大
分県まで全国で３７店舗を経営しております。ロ
ータリーには、１９８７年に入会して３４年目と
なります。ロータリーで学んだことは数知れませ
ん。何よりも多くの友人等と知り合えたことです。
この人脈こそが私の財産です。ロータリーは自己
研鑽の場となり、全国のロータリークラブにも訪
問して多くのことを学びました。 
今年はコロナ禍で例会も休会が続き、また経済

もきびしい状況で再開が心配されましたが、千葉 
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憲哉直前ガバナーが、ポスト・コロナの世界恐慌
を救うのはロータリーの「利己と利他の調和」の
精神であると言われています。まさに今こそ、ロ
ータリーの精神でこの難局を乗り越えていこうと
思っています。このようなきびしい状況でありま
すが、できれば、今年度は IMの開催をしたいと考
えております。開催するには色々な対策を検討し
て万全を期したいと思いますので、皆様のご理解
ご協力をお願い申し上げます。 
最後になりますが、今年度の佐世保中央 RCのま

すますのご発展と会員皆様のご健勝を心より祈念
申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ＳＡＡ：馬場 貴博君        

次回例会/８月２７日１２：３０～   


