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みなさんこんにちは。 

コロナ感染も少しは落ち

着いて来ているのかな思い

ます。 

佐世保市のコロナ感染指

標の呼び方７月１３日から

変わったのをご存知でしょ

うか。【フェーズ】と言う言

葉からから【感染レベル】と

言うに替えられたようです。これは長崎県の病床・宿泊

療養施設確保計画に基づく指標の呼称がフェーズであ

ったため紛らわしさ、わかりにくさを解消するために

変更されました。 

同じ日の 7 月 13 日に、梅雨明け宣言がありました。

暑さも本格的になってきます。アウトドア派の私にと

っては絶好の季節ですが昨年も気温が 40 度を超える

日々が続きました。熱中症には十分に気をつけて仕事

に、趣味に、趣味に、お互いに頑張って行きましょう。 

梅雨は開けましたが、ゲリラ豪雨はいつ来るかわか

りません。佐世保市のハザードマップを見られました

か、ハザードマップには洪水ハザードマップと土砂災

害ハザードマップがあります。洪水ハザードマップは

江迎川、相浦川、早岐川、宮川。私が見て気になったの

が 土砂災害ハザードマップの方です。急傾斜地の多

い佐世保です。ハザードマップを見ていただきご自宅

と照らし合わせて頂ければと思います。備えがあれば

憂いなし 命を守る準備と心構えをしていきましょう。 

今日は 国際ロータリー第 2740地区 第 6グループ、

小川 信ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会です。

委員長のみなさん、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保南ロータリークラブ 

会長 山口 嘉浩様 / 幹事 橋本 昭様 

副幹事 土山 圭一様 / 昨年度幹事 野田 大介様 

 

 

 

 

 

１．来信 
 ■ガバナー事務所 

  ・ロータリー地球環境保全フォトコンテストのお

知らせ 

  ・米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用のお願 

■ロータリー米山記念奨学会 

  ・2021-2022 年度 上期普通寄付金のお願い 

 

２．依頼・伝達 
  ・今年度は例会休会された方へメークアップのご

案内を事務局より送らせていただきます。 

 

 

 

 

 

    7 月  7 日 稲次 賢一・令子 ご夫妻 

7 月 26 日 吉野 英樹・昌美 ご夫妻 

 

 

 

 

昭和 17 年 7 月 26 日 鶴田 明敏君 

昭和 25 年 7 月 5 日 溝上純一郎君 

昭和 27 年 7 月 16 日 崎元 英伸君 

昭和 31 年 7 月 1 日 池永 隆司君 

昭和 43 年 7 月 2 日 田中 啓輔君 

 

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７２.０９％：会員数４６名・出席３１名・欠席４名・出席規定免除会員８名・ビジター４名 

前々回の修正出席率８８.６３％：出席３０名・メークアップ０名・出席規定免除会員９名 
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国際ロータリー第２７４０地区 第６グループ 
ガバナー補佐 小川 信様 
第６グループのガバナー補佐を務めさせていただき

ます、佐世保南ＲＣの小川です。私ごときがガバナ

ー補佐の大役が務まるとは思いませんが、会員皆様

のご協力ご支援を頂き誠心誠意務めさせていただき

ます。宜しくお願い致します。 
佐世保南 RC 会長 山口 嘉浩様、 幹事 橋本 昭様 
副幹事 土山 圭一様、 前幹事 野田 大介様 
本日は、小川ガバナー補佐の帯同で佐世保南 RC４名

にて訪問させていただいております。佐世保中央 RC

の皆様、よろしくお願いいたします。 

本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
本日は、第２７４０地区第６グループガバナー補佐

であられる、佐世保南 RCの小川信様にご来訪いただ

いております。また、併せて、佐世保南ロータリーク

ラブ会長山口 嘉浩様、幹事橋本 昭様副幹事土山 圭

一様、前幹事 野田 大介様お忙しい中でのご来訪、誠

にありがとうございます。 

さて、本日のプログラムは、小川信ガバナー補佐を迎

えてのクラブ協議会となっております。今年度の佐

世保中央 RC の運営方針やクラブの現況などにつき、

しっかりとお伝えしたいと考えております。委員長

の皆さんをはじめ、各会員の皆様には有意義な協議

会となるようご協力をお願いいたします。 

鶴田 明敏君 
小川ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。１３年前

に青少年ライラで地区委員をご一緒に活動をさせて

いただきました。今後共よろしくお願いいたします 

崎元 英伸君 
誕生日祝いありがとうございました。 

池永 隆司君 
とうとう６５歳になりました。 

香月 章彦君 
一昨日、椎間板ヘルニアの除去手術を終え、昨日二

泊三日の拘束から解放されました。これで痛みから

解放されると思うと嬉しくて。 

芥川 圭一郎君 
元気な基礎疾患なので、本日、例会後、ファイザー

１回目を打ってきます。また、週末の第１５１回中

央会よろしくお願いいたします。 

宮﨑 正典君 
佐世保南 RC の小川信ガバナー補佐、山口 嘉浩会長

橋本 昭幹事、土山 圭一副幹事、野田 大介前幹事の

ご来訪を歓迎いたします。一年間お体に気をつけて

頑張ってください。もし体調が優れない時は元気に

なる薬がありますので、お申し付けください。 

会員一同 
小川ガバナー補佐のご来訪、歓迎いたします。 

 

 

本日の合計      50,000 円 

本年度の累計     164,000 円 

 

 

◆小川 信ガバナー補佐 訪問◆ 
 

国際ロータリー第２７４０地区 第６グループ 
 ガバナー補佐 小川 信様 
 
今期 2740 地区 2021～2022年度

第６グループガバナー補佐を務め

させていただきます、佐世保南 RC

の小川でございます。私ごときが

ガバナー補佐の大役が務まるとは

思いませんが、会員皆様のご協力ご支援を頂き誠心誠

意務めさせていただきます。宜しくお願い致します。 

 昨年発生いたしました、コロナウイルスに依り 2020

～2021 年度の会長をはじめ執行部の皆様、会員の皆様

におかれましては、初めての状況で社会情勢が激変し

ている最中、ロータリー活動に致しましても大変苦労

されたことと思います。早急の終息を願う所です。 

 

 2021～2022 年度 RI 会長はインドのカルカッタ・マ

ハルガル RC のシェカール・メータさんです。メータ

会長はロータリーの原点である超我の奉仕を掲げら

れ、自身にとって奉仕とは自分よりも他の人の事を先

に考える、他者を思う。他者を助ける。という事で奉

仕に目覚めたことでロータリークラブ会員からロータ

リアンとなる様に。奉仕は誰かの人生だけでなく、自

分の人生も豊かにする。 

☆奉仕しよう皆の人生を豊かにするために 

という RI テーマを発表されました。 

 

重要課題：会員増強 

過去１７年以上世界でロータリー会員１２０万人の横

ばいとなっています。力を合わせて１７か月で１３０

万人にチャレンジ致しましょう。 

 

ロータリーの重点目標の７番目の項目に「環境の保全

と保護」が追加されます。 

１．世界平和（紛争の予防と解決） 

２．疾病との闘い（疾病の予防と治療） 

３．水と衛生 

４．母子の健康 

５．基本的教育の充実（識字率の向上） 

６．地域経済の発展 

７. 環境の保全と保護 
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ＳＡＡ：鶴田 明敏君        

次回例会７月２９日１２：３０～  

 

 

 

 

 

 


