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みなさん、こんにちは。先

週の創立３１周年記念例

会・懇親会の出席ありがと

うございました。市長から

は創立３１周年のお祝いの

言葉のビデオメッセージい

ただきました、うれしく思

います。３１年間の想いを

語っていただいた、指山パ

スト会長ありがとうございました。ところで今週は、プ

ロ野球界で引退セレモニーがありました、みなさんご

存知の、日本ハムファイターズ斎藤投手、西武ライオン

ズ松坂投手、記憶にのこる数々の素晴らしい試合が思

い出されますね。成績、結果を出さないと引退もしくは

戦力外通告を受ける厳しい社会です、私が驚いたのは、

広島カープ、清峰高校出身の今村投手でした、まだまだ

活躍してくれると思っていました。 

一方先週は、ドラフト会議があり、新しい選手が選ば

れプロ選手としスタートしていきます。長崎県出身、西

大村中、波佐見高校から西日本工業大学に行き西武か

ら１位指名を受けた隅田投手には、早く活躍をして明

るいニュースを届けてほしいですね。新しい人が加入

しチームに活気があふれれば、おのずと良い勝てるチ

ームになっていくのではないかと思います。我々佐世

保中央ＲＣも会員増強委員会が新しいメンバーを増や

そうと努力しています、皆さんの手元に会員増強対象

者のアンケートＦＡＸが来たと思います。候補者をあ

げていただき新しい人材を入れ、我々のクラブがより

活気のあるクラブになるよう 新しい時代へ 佐世保

中央ＲＣの歴史をつないでいきたいと思います。みな

さんよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．来信 
 ■ガバナー事務所 

  ・２０２２年ロータリー国際大会の案内  

    2022 年 6 月 4 日～8 日 米国テキサス州 

・長崎出島ＲＣより幹事交代のお知らせ 

・日本経済新聞社【10 月 22 日朝刊全国版】 

一面広告掲載についてのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

式典例会・出席委員会 川上 仁哉様 
１０月１４日の３１周年記念式典・懇親会には、たく

さんの皆様にご出席いただき、たいへんありがとうご

ざいました。コロナ禍の状況で出来る限りの事はでき

たのではなないかと思います。また、本日の皆様のご

出席状況をみている限り何事もなく無事に開催できた

とホッとしております。本委員会が開催する事業とし

ては、新年例会となっております。その時は、またよ

ろしくお願いいたします。どうもありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

  10 月 11 日  田雑 豪裕・美知子 ご夫妻 

  10 月 15 日  田代 博之・顕子 ご夫妻 

  10 月 19 日  橋口 佳周・裕子 ご夫妻 

  10 月 21 日  鶴田 明敏・弘子 ご夫妻 

  10 月 28 日  牛島 義亮・真喜子 ご夫妻 

 

 

 

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９３.０２％：会員数４６名・出席３２名・欠席２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８８.０９％：出席３０名・メークアップ０名・出席規定免除会員７名 
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昭和 22 年 10 月 2 日 古川 直記 君 

昭和 29 年 10 月 19 日 四元 清安 君 

昭和 54 年 10 月 26 日 馬渡 圭一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
先週の創立３１周年記念式典は担当委員会の皆様、

そして、会員の皆様、ご協力誠にありがとうございま

した。さて、本日のプログラムは、クラブビジョン委

員会によるクラブフォーラムとなっております。コ

ロナ禍における理解の安定的な開催についてのアイ

デアや橋口佳周ガバナー補佐予定者のバックアップ

体制などにつき、他会の例などを踏まえてお話をい

ただきます。我がクラブの将来に関わる重要な内容

ですので皆様も積極的に議論に参加していただけれ

ばと思います。 

 
鶴田 明敏君 
つい先程、１１時半に結婚記念日の花が届いて思い

出しました。ありがとうございました。嫁に聞いた

ところ、４９回目だそうです。自分ながらよく我慢

したねーと言われました。 

 

山瀧 正久君・岡 光正君 
ご案内をさせていただきます。 

北海道、旭川空港ＲＣの会員の久保さんの新米「お

ぼろづき」が収穫されました。昨年に引き続き、注

文販売を計画しております。２７㎏の袋入りで

15,000円です。自宅への配達をいたします。よかっ

たら山瀧か岡までご連絡いただければ幸いです。よ

ろしくお願い致します。 

 

橋口 佳周君 
結婚記念日祝い、ありがとうございます。 

 

牛島 義亮君 
今週より麻雀同好会復活、そして来月は映画例会も

復活です。少しコロナも収まってきたので早く二年

前の生活に戻ってほしいと願うばかりです。来週 

マスコミでいつも口下手で叩かれ、一年間で任期を

終えさせられた菅前総理と法政大学長崎支部でお逢

いするチャンスが出来ました。少人数のあつまりな

のでその当時の本当の状況や悔しさなどを伺ってい

きたいと思います。 

 

田雑 豪裕君 
遅くなりましたが、結婚記念日のお花ありがとうご

ざいました。 

 

田代 博之君 
誕生日祝いありがとうございました。 

 

四元 清安君 
誕生日祝いありがとうございました。 

 

八重野 一洋君 
クラブビジョン委員会の卓話でニコニコします。 

 

田中 啓輔君 
誕生日のお祝いありがとうございます。 

 

片桐 康利君 
今週月曜日、藤井君と法人会青年部で福石中学校で 

租税教育として授業をさせていただきました。先生

として中学生とふれあうのが意外に楽しい時間でし

たのでニコニコします。 

 

筒井 琢磨君 
次回卓話は会員増強委員会の担当となっておりま

す。事前に皆様には入会してくれるかもという人を

アンケートにてお知らせいただきたく思っておりま

す。２５日迄にＦＡＸでご回答お願いいたします。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

馬渡 圭一君 
誕生日のお祝いありがとうございました。４２歳に

なります。松坂大輔は引退しますが、私はまだまだ

引退しません。 

 

稲次 賢一君 
初めて不動産建設に手を出したのですが・・・造成

の段階で建設業者に増額を言い渡されてしまいまし

たので自暴自棄で一口させていただきます。 

 

 

本日の合計      16,000 円 

本年度の累計     338,000 円 
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■第３回クラブフォーラム■ 
 

クラブビジョン委員会  
八重野 一洋委員長 

 

 

 

【今後の例会・事業のありかたについて】 

今後も起こりうる感染症などによるオフィシャル事業

の中央クラブ独自のスタンダード基準の確立 

⇒南部 PP、池永 PP 年度において開催の是非について

明確なスタンダード基準がなかったので例会開催につ

いて会員への周知が不安定な時期があったと思いま

す。それに伴い中央 RC としての例会、事業開催につ

いてのスタンダード基準を設けなくてはいけないので

はと感じております。例）2730 地区 宮﨑 RC の「新型

コロナウイルス対応ガイドライン」を参照、全８頁に

亘るガイドラインを作成 HP にて閲覧が可能である。 

 前年度を例にみると、理事会において事業毎の基準

を設定された経緯の中それらをスタンダード基準化し

たらといかがかと思います。幸い、当委員会の副委員

長に前田さんが会長エレクトという事で前田会長年度

スタートにはこういったものが出来ればという希望が

ございます。クラブ定款の 8 条第 1 節の会合の部分や

細則第 5 条 6 節へ新設するのも良いのはないかなと思

います。 

 

 

【ガバナー補佐セクレタリー(支援)について】 

幹事を軸とした「老・壮・青」世代でのセクレタリー

構成、1 年間を通じ他クラブを同行訪問することによ

り会員相互の研鑽を深める 

⇒同じくして前田会長年度には 橋口 佳周さんがガバ

ナー補佐を既に受諾して頂いてる中で、当然当クラブ

から随行支援という形で補佐セクレタリーの人選が必

要になってまいります。これらも岸田首相の言葉を引

用させて頂くと「老・壮・青」の世代別構成で前年よ

りその人選を実施するスタンダード基準が出来ればご

本人、当年前田会長エレクトも動きが楽になるのでは

ないかなと思います。 

 老（2～3 名）・壮 4 名・青 6 名計 12～3 名の人数にて

構成、特に青の若い会員さん於かれましては他クラブ

への例会出席で違った運営環境を体験できる研鑽の場

として捉えて頂けるかなと思っています。既にチーフ

セクレタリー候補として昼も夜も時間が余って仕方な

い井上パスト会長にと推薦の声も上がっております。 

 

 

【支援可能な団体との事業継続化について】 

中央 RC が恒久的にかかわる団体を選定、事業継続を

目指す 

⇒これまでに色んな施設や支援学校などがあった中

で、当クラブが恒久的な支援対象として数カ所ござい

ました。毎年の青少年奉仕事業でもそうですが、30 周

年記念事業にも一旦は織り込まれていましたスペシャ

ルオリンピックス団体、通年でいえば竹辺町の支援学

校さんなどは支援対象の常設指定団体でも良いのでは

ないかと考えています。 

 前回の委員会ではスペシャルオリンピックスの非常

理事として通年の会長さんが務めるなど常にパイプ約

として繋がりがあれば毎回の事業開催はスムーズに計

画ができ実施できるのではないでしょうか。 

 

 

【同好会の動きなど】 

⇒当クラブには色んな同好会があります。ゴルフの中

央会、ダイビングクラブ、麻雀クラブ、直近では山口

君をリーダーとするフィッシングクラブでは「メンバ

ーは何名になった？」の問いに「おかげで 2 倍になり

ました」と返事がありましたが、当初山口君一人でし

たので藤井寿人君が加わり 2 名で 2 倍という事でし

た。私自身ゴルフはまだ初めておりませんが、しかる

べき年度が来るまでには始めたいと野心だけは抱いて

おります。その時には池永さんを直ぐに追い越そうと

企んでおります。 

 

 

【その他】 

新入会員研修開催について 

⇒開催時期を見極めて必ず開催致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：香月 章彦君  

次回例会１０月２８日１２：３０～  


