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皆さん、こんにちは。先週開催されました新旧会長・

副会長・幹事交代式におきましては、澤田 式典例会・

出席委員長はじめ、井上クラブ管理運営委員長、５名の

パスト会長が居られる式典例会・出席委員のみなさん、

そして新旧のＳＡＡの皆さん、大変お疲れ様でした。お

世話に成りました。また、沢山の会員の皆様と奥様に参

加していただき、重ねてお礼申し上げます。特に新任理

事の澤田委員長におかれましては、入会されて初めて

のほぼ以前行われていた形の交代式でしたので、勝手

がわからず、ご苦労されたのではないかと思います。そ

の１週間後の今日現在において、関係者の中にコロナ

感染者が出たとは聞いておりませんので、ほっとして

おります。 

いよいよ２０２２-２０２３年度の始まりです。本日、

午前１０時、市内８ＲＣ会長・幹事によります、朝長則

男佐世保市長訪問を行いました。和気あいあいとした

中、有意義な時間を過ごさせていただきました。また、

本日は新入会員の松尾啓一君がお見えに成っています。

紹介会員のお一人の馬場貴博君の意気なお計らいで、

この記念すべき第 1 回例会での入会という花を添えて

頂きました。クラブの運営を任されたものとして、最高

の後押しと成ります。ありがとうございました。 

昨日の新たな感染者が長崎県で５３７名、うち佐世保

市においては１１８名、全国で４万５８２１名と発表

されています。いっきに感染者が増えています。まだま

だ、予断を許さない状況ではありますが、交代式でのご

挨拶で述べさせていただきました、「佐世保中央ＲＣの

為、会員の皆様の為、そして自分自身の為、全力で活動

していく所存ですので、１年間、よろしくお願いいたし

まして、会長挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

１．来信 
■ガバナーエレクト事務所 

・ガバナー公式訪問ご連絡 

・地区資金送金のお願い 

・ＲＩ青少年交換学生募集のお知らせ 

・ロータリー文庫 電子図書館の利用案内 

 

■佐世保西ＲＣより 

・事務局員交代のお知らせ 

  長濵かおりさん → 小林 奈津美さん 

 

 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  
会長 村瀨 高広様 幹事 小西 研一様 
本日の前田会長、香月幹事の門出を心よりお祝い申し

上げます。また、先日の佐世保北ＲＣ会長幹事交代式

において馬場様にお祝いの言葉を頂戴いたしました事

を、この場をお借りして御礼申し上げます。橋口ガバ

ナー補佐の８月１日クラブ協議会へのご来訪、北クラ

ブメンバー一同、心よりお待ちしております。一年間

よろしくお願いいたします。 

 

前田 眞澄 会長 ・川島 千鶴 副会長 ・香月 章彦 幹事 
本日はメークアップとして、佐世保北ＲＣ会長 村瀨

高広様 幹事 小西 研一様にご来訪頂いておりま

す。お忙しい中でのご来訪ありがとうございます。 

さて、こうして今年度第１回目の例会を迎える事がで

き、大変嬉しく思っております。１年間どうぞよろし

くお願いいたします。本日のプログラムは前田会長よ

本日の出席率９１.８３％：会員数４９名・出席３５名・欠席６名・出席規定免除会員８名・ビジター２名 

前々回の修正出席率８８.３７％：出席３１名・メークアップ０名・出席規定免除会員７名 
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りクラブ運営方針を発表させていただきます。皆様と

ともに実り多き一年にしたいと思っております。ご協

力の程、よろしくお願いいたします。 

 

２０２１-２０２２年度 会長 本田 実 君  
副会長 岡 光正 君  幹事 田添 直記 君 
昨年度は大変お世話になりました。今年も会長の下

でお力になるよう活動してまいります。ありがとう

ございました。 

 

井上 亮君 
久々のダイビングでした。もう１日２回のダイビン

グで充分です。歳を感じました。親戚の奄美市安田

市長とも会えました。ニコニコします。 

 

八重野 一洋君 
７月１日～２日で奄美大島へ３年ぶりのダイビン

グ、なんと３０年ぶりのゴルフをやってきました。

稲次君の名アドバイスで足を引っ張ることなく出来

ましたのでニコニコします。１０月は石垣に行くの

で寸志をお待ちしております。 

 

会員増強委員会 宮﨑 宗長委員長 
２０２２-２３年度の第１回目の例会で松尾啓一君

が新たに加入されました。歓迎いたします。素晴ら

しい船出となりました。今後も会員増強のため、皆

様のご協力をお願いいたします。 

 

川上 仁哉君 
７月２日土曜日は熊本の地にて南阿蘇トレイルマラ

ソンに参加してきました。大変暑い中、軽い熱中症

と脱水になりながらも３２㎞を５００人中１８４位

６時間４５分で、昨年よりも２０分程早くゴール出

来ました。藤井君も参加しましたが、スタッフから

捜索され、無事に見つかりました。第一関門に１時

間半遅れでリタイアしたことを報告いたします。 

 

藤井 寿人君 
ランニング部、仮部員の藤井です。７月２日の南阿

蘇トレイルマラソン３２㎞に参加してきました。結

果は１５㎞で時間切れ、リタイアとなりました。レ

ース中、両足が５回もつりながら走っており１回目

の痙攣ですでに心が折れました。来年はリベンジし

たいので練習をボチボチしていきます。 

 

稲次 賢一君 
本日は私たちの結婚記念日でお花をいただきまし

て、ありがとうございました。今日夫婦仲良く夜の

街に繰り出す予定です。 

 

青年部ＯＢ一同 
青年部ＯＢ平岩・馬場・川島・井手・岡・田中・吉

野・馬渡より松尾 啓一君の入会をお祝いいたしま

す。特に川島 千鶴より愛を込めて、また平岩よ

り、水月での懐かしい裸踊りまた見せてください

ね。 

会員一同 
松尾 啓一君の入会を祝ってニコニコします。 

 

 

本日の合計       51,000 円 

本年度の累計      51,000 円 

 

 

 

 

 

 

◆クラブ運営方針表明◆ 
 

前田 眞澄 会長 

本年度女性初のＲＩ会長であ

るジェニファーＥ．ジョーンズ

氏はＲＩテーマを「イマジン ロ

ータリー」と発表されました。

ロータリーならではの「不思議

な力」で成しえた幾つかの経験

されたエピソードを交え、その「不思議な力」を生み

だす為には「多様性・公平さ・包摂」をもって会員の

積極的参加が必要であり、その鍵となるのはロータリ

ーのリーダーシップ 

とそれに寄る多くの「女性・若者」に活躍の場を作

り出すことと述べています。ポリオのない世界、安全

な水を使える世界、疾病のない世界、全ての子供たち

が読むことのできる世界、やさしさ、希望、愛、平和

を想像してください。だからこそ、「イマジン ロー

タリー」がテーマです。と述べられています。 

本年度第２４７０地区上村春甫ガバナーはそのジェ

ニファーＥ．ジョーンズＲＩ会長の想いを具現化する

為、テーマを「『想像』して『創造』しよう・・・・

ロータリーで未来を！」と掲げられました。ご自身、

ご職業の医療を通して経験をしたことのない苦しい状

況を切に感じ、この難局を乗り越えるためには今、Ｒ

Ｉ会長の「ロータリーの不思議な力」を強め、発揮さ

せる時でありそのための多様性、公平さ、包摂を踏ま

えたロータリアンの積極的参加を促すにつき、何がで

きるかを創造し、その想像したものが現実になるよう

行動する時であると思います。と述べられえおられま

す。 

具体的に上村春甫ガバナーは地区の取り組み活動と

して三つの重点項目と重点項目への活動目標に「ＲＩ

会長テーマの理解と促進のサポート」を加え、そして

六つの継続的な重要課題への取組みをあげられておら

れます。 

 

重点項目 

１「女性会員の増強と女性会員の積極性と帰属意識が

醸成されるような環境の整備」 

２「青少年活動の活性化」  

３「リーダーシップ開発活動の活性化」 
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継続的な重要課題への取組み 

１「会員の増強」  

２「各種寄付の拡充推進サポート・アドバイス」  

３「RLI の活性化」 

４「ロータリー奉仕デーへの積極的参加」  

５「My Rotary アカウント登録の増強」 

６「クラブ活動計画策定及びクラブ目標設定のサポー

ト・アドバイス」 

そして上記項目の達成するために各クラブにはロータ

リー賞への挑戦を推奨されています。 

佐世保中央ロータリークラブの本年度の運営方針と

いたしまして、瞬く間に全世界に拡大した新型コロナ

ウイルス発生から３年半の月日が過ぎ、未だ完全消滅

に至ってない状況ではありますが、感染防止対応の研

究やワクチンの摂取等の処置が進むにつれ対策も緩和

され、徐々に社会活動や日常生活が戻りつつ有る事も

後押しと捉え、ロータリークラブとしての倫理観を持

ち、感染拡大防止を大前提に、計画されているクラブ

事業や活動、またそれに準ずる同好会活動を行える時

に行えるスタイルや範囲で実行していきたいと思いま

す。ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な

基本奉仕である五大奉仕を１１７年間という長い年月

において、たゆまなく継続して行う活動はその名称は

変わることは有りませんが常に時代のニーズを捉え、

その時代においての均衡・調和を保ち、新しい感性を

取り入れながら精度を向上させています。そして、そ

れを我々は我々の活動の拠点である佐世保の地に佐世

保中央ＲＣならではのスタイルでしっかりと根付かせ

ていかなければならないと思います。 

 

そこで本年度のクラブスローガンを 

「Spiral Up by New Balance ＆ Sensitivity 

集おう、そして共に成長しよう！ 世界に１つの佐世

保中央ＲＣなんだから」とさせていただきました。 

このスローガンの下、一年間頑張って行く所存ですの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 

クラブ活動計画並び目標 

○本年度ガバナー補佐輩出クラブとして地区行事、方

針への積極的協力並びガバナー補佐支援 

○クラブ会員を対象とした職業奉仕活動 

○佐世保市においての社会奉仕事業活動並びロータリ

ーデ―の実施 

○自クラブ内並び国内外他クラブとの親睦交流活動 

○ＩＭ（仮称）の実地 

○クラブ計画事業の１００％実施 

○会員増強（純増３名 内女性１名） 

○ロータリー賞へのエントリーと目標達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新入会員◆ 
 

 
有限会社 エムケイ技研 
代表取締役 松尾 啓一君 

 
職業分類 ： 金属加工業 
 

本日入会させていただきまし

た、松尾 啓一です。 

この会を通じてたくさんの人と出会い、色々な経験

をしていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：井手 陽一君 

次回例会７月１４日１２：３０～ 


