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みなさん、こんにちは。

はっきりとしない空模様の

中、例会に出席していただ

きありがとうございます。

今週中は雨もようですが、

来週には梅雨明け宣言がな

されるのではないかと思い

梅雨明けを待つ日々です。 

熱海市、伊豆山のニュー

ス映像は大変おどろきました。犠牲者のご冥福をお祈

りいたしますとともにいまだに安否不明の方々の捜索

と 1 日も早い復興をお祈りいたします。 

近年、50 年に 1 度と言われていた豪雨が毎年のよう

にやってきてます。備えあれば憂いなし 命を守る準

備と心構えをしていきましょう。 

一方のコロナウイルス感染状況ですが 佐世保も先

週、1 週間の４４名から今週は 18 名と若干ですが減少

しています。私にもやっと接種券が送ってきました。

しかし、今度はワクチン供給量の制限などがあり何時

に接種出来るやら不安でなりません。 

オリンピックが始まれば また感染が拡大していく

のではないかと思います。まだまだ感染防止対策を緩

めることなく、例会を開催していきます。みなさんご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

１．例会変更・休会 
＊佐世保北ロータリークラブ 

  日時 ７月１２日（月）１２：３０～ 

※オンライン例会  

＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 

  日時 ７月２７日（火）１８：３０～ 

     ホテルヨーロッパ 吉翠亭   

※創立 26 周年記念夜例会 

 
２．来信 
 ■ガバナー事務所 

  ・上期普通寄付金のお願い 

  ・日本ロータリー100 周年ビジョンレポート送付 

  ・ロータリー文庫運営協力金減額のお知らせ 

■佐世保南ロータリークラブ 

  ・2020-2021 年度第 8回市内 8RC 会長・幹事会の

ご案内 

   ７月２８日（水）１８：３０～  

ホテルヨーロッパ 

 

 

 

 

 

 

本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
本日は、今年度第２回目の例会です。 

内容は第１回クラブ協議会となっております。 

今年度の各委員長の皆さんに、それぞれの委員会の

目標や事業計画などをお話ししていただきます。 

会員の皆様にとっては、一年間の指標となる大切な

お話となりますので、お聞き逃しのないように，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

牛島 義亮君 
クラブ管理運営委員長として例会を助けるためニコ

ニコします。 

川島 千鶴君 
2020-2021の中央会、無事６回分の決算が済み、今

年度の芥川幹事へ引継ぎが出来ました。一年間コロ

ナ禍で心配されましたが、無事計画通り６回開催で

きた事を嬉しく思います。一年間皆様のご参加、ご

協力ありがとうございました。 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：片桐康利、橋口輝宗、福田英彦、西村浩輝 

田雑豪裕、大久保厚司、崎山信幸 

本日の出席率８１.３９％：会員数４６名・出席２７名・欠席７名・出席規定免除会員８名・ビジター０名 

前々回の修正出席率９１.８３％：出席３４名・メークアップ０名・出席規定免除会員１１名 
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芥川 圭一郎君 
2019年から始まった島地クルサのリノベーションが

７月４日のサセボトコネクトの開所式でようやく完

成にいたりました。最後まで、監督・指揮をされた

指山さん大変、お疲れ様でした。 

稲次 賢一君 
結婚記念日のお花ありがとうございました。嫁は７

月７日７周年という事でパチンコに行かれました。

７０００円負けたらしいです。 

片桐 康利君 
娘のすみれが外国に旅行に行きたいと言い出したの

で英語をしゃべれるようになったら好きな所に行っ

ていいよと英会話スクールに入会されることに成功

しました。家族で初の英会話が出来る事を祈念して

ニコニコします。 

川上 仁哉君 
こんばんは。去る７月４日朝９時より南阿蘇トレイ

ルマラソンに参加してきました。ゴール予定を１４

時頃と想定して出発しましたが、制限時間ギリギリ

の１６時にゴールしました。なんとか無事にゴール

出来ました。ちなみに参加者は３００名で１６７位

でした。 

藤井 寿人君 
７月４日、福岡にて１級土木施工管理の試験を受験

してきました。結果は・・・１９日の通知でわかる

のでその時に報告します。 

 

本日の合計      11,000 円 

本年度の累計     114,000 円 

 

 

 

 

◆第１回クラブ協議会◆ 
 

ＳＡＡ 香月 章彦委員長 

副 SAA の経験も無いまま、初めて

SAAを担当させていただきます。委員

会に経験豊富な先輩が多くいらっし

ゃいますので、ご指導頂きながら執

り行ってまいりたいと存じます。 

１．活動計画について 

本年度もコロナウイルスの影響にてどのような例会

運営ができるのか不安です。例会時のマスク着用、会場

入り口での検温及び手指の消毒をお願いし、そのため

の準備を徹底します。また、例会会場の設営に感染対策

を施します。最善の注意を払うようにします。 

２．目的達成に向けた取り組み 

①例会場入場時に体温の検査を行う 

②入場時には消毒液にて手を消毒していただく 

③食事は黙食で、それ以外ではマスクを着用して 

いただく 

④健康に不安のある方は御自身で出欠を判断して 

いただき出席免除とする 

クラブ管理運営 牛島 義亮委員長 

クラブビジョン、親睦例会活動、式

典例会・出席の三委員会の補佐をさせ

ていただきます。 

 

クラブビジョン 八重野 一洋委員長 

新入会員の入会が未だありません

が、秋には開催したいと思います。同

時進行で退会防止対策も折り込みなが

ら会員同士の交流の場を設けられるよ

う考えていきたいと思います。会員皆

様の協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

親睦例会活動 藤井 寿人委員長 

親睦例会活動委員会の活動の基本で

ある会員相互の親睦及び会員家族の交

流を更に深めるように努めると共に、

昨今の状況を見極めながら会員同士の

好意と友情が深まる活動となるように

当委員会は目指してまいります。 

 

式典例会・出席 川上 仁哉委員長 

３０周年を迎えた 1 年目として、今

の世の中を踏まえながら、会長幹事交

代式、創立記念例会、新年例会や通常

例会の企画・運営、並びに出席報告を

行っていきます。また、各委員会との

連携を図り、会の中で親睦を深める機会をつくり、正

確な出席報告と出席率向上につとめていきたいと思い

ます。 

 

公共ｲﾒｰｼﾞ・会報 片桐 康利委員長 

クラブの活動を、当クラブの指針の

もとに、会報・ホームページその他の

メディアを利用して発信していきま

す。クラブの活動状況を広く浸透させ

ることは重要です。認知されることに

より、理解され制約も少なくなり、より多くの協力を

得られます。反面、受け取った方が、発信する内容を

おかしいと認識すれば、逆効果となります。 

そこで、本年においては、ロータリー活動の発信

で、外部の方に一番認識して頂けている SNS 等の発信

について、会員の皆様にご意見を頂きながら、より良

い形の発信方法を模索していきたいと思います。 

メンバーの皆様のご協力を賜りながら、一年間クラ

ブのイメージアップを図っていきます。 

 

会員増強 筒井 琢磨委員長 

本田会長より３名の増強という目標

を頂いておりますので、まず１名そし

て２名と１人ずつ積み重ねて目標達成

に向けて頑張っていきたいと思いま

す。委員会メンバーの皆様をはじめ会

員皆様の情報提供などご協力を頂ければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 
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職業奉仕 倉科 聡一郎委員長 

職業奉仕委員会は、例会を通じ

て、会員が高い職業倫理を持ち自身

の職業と向き合いながら、ロータリ

ーの提唱する職業奉仕に対する理解

を深める一助になる様な活動を計画

しています。具体的には、職場訪問例会、映画例会を

企画しています。アーサー・フレデリック・シェルド

ンの「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と

いう理念を私自身が信じて、委員長として一年間活動

してまいります。よろしくお願いします。 

 

奉仕プロジェクト 芥川 圭一郎委員長 

本年の社会奉仕委員会では、１０

月にスペシャルオリンピック支援、

１２月に市民交流会、２月には、極

寒旭川ツアーを計画したいとおもい

ます。楽しい一年にしていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

青少年奉仕 山口 裕之委員長 

委員会メンバーの皆様にご意見ご

協力を頂きながら、また、会員の皆

様にもご協力を頂き、９月に特別支

援学校の生徒さんたちとの白浜清掃

12 月の市民交流会、4 月の花見と計

画させて頂きます。コロナ終息を願いながら、花見を

皆様と共に開催できるように頑張りたいと思います。 

 

国際交流 宮﨑 正典委員長 

４月に韓国、もしくは台湾に訪問

する予定です。皆様のご参加をお待

ちしております。 

 

 

財団・米山 井上 亮委員長 

１０月米山記念奨学生の卓話 

１１月 R 財団の卓話を予定していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：香月 章彦君        

次回例会７月１５日１２：３０～  

 

 

 


