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皆さん、こんばんは。 

本日の例会は、第２７４０

地区第６グループ橋口 佳周

ガバナー補佐ご訪問により

ます第１回クラブ協議会と

成ります。各委員長の皆様、

委員会活動計画の発表、よろ

しくお願いします。 

また、橋口ガバナー補佐に

おかれましては、既に先週より８日金曜日、佐世保南Ｒ

Ｃをご訪問、今週１２日火曜日にはハウステンボス佐

世保ＲＣをご訪問されておられます。大変ご苦労様で

ございます。合わせてその随行者として南ＲＣには牛

島義亮君・田雑豪裕君・宮崎正典君という最強メンバー

がお供して頂き、また、ハウステンボスＲＣには崎元英

伸君・池永隆司君・馬渡圭一君の比較的安心できるメン

バーがお供して頂きました。随行して頂きました六君

にも大変感謝申し上げます。 

８日金曜日といいますと皆様、ご周知とは存じます

が安倍晋三元首相が街頭演説中に凶弾に打たれ夕刻死

亡されたとのショッキングなニュースが出ました。そ

の日のお昼、１１時４０分頃、私と香月幹事とで南ＲＣ

に表敬訪問の為、記帳だけのメイクアップにお伺いし

ている時に第一報を聞き、安倍さん、どこの安倍さん、

との感覚で、まさか安倍元総理とはまったく思ってい

ませんでした。他国に比べれば比較的安全性の高い日

本で、あってはならない事件だと思います。心よりお悔

みを申し上げたいと思います。 

また、同じ８日の日には大石長崎県県知事が県内全

域にコロナ感染レベルを上から４番目の２‐１（警戒・

警報）に引き上げました。現段階では行動制限までには

至っておりません。しかし我々ローターリー関係にも

その影響が有り、今週１３日水曜日に開催予定でした

市内８ＲＣ会長・幹事会は延期との連絡が来ました。私

達、地域のリーダーとして崇高な倫理観をもって仕事

やローターリー活動に於いて行わなければならない事

柄は、国で推奨されていますコロナ感染防止対策をし

っかり行って粛々と進めていくことが大切なことと考

えます。先々、不安材料は有りますが、常に行える準備

だけは進めていきたいと思いますので、皆様へのご協

力をお願いしまして、会長挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

１．例会変更・休会 
＊佐世保ロータリークラブ 

  ７月中の例会 レオプラザホテル佐世保が 

コロナワクチン接種会場に指定されていたため 

九十九島シーサイドテラスホテル＆スパ 花みず

きで行われます。 

 

２．来信 
 ■ガバナー事務所 

  ・米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用のお願い 

  ・『クラブ・地区支援リソース集』のご案内 

 

 

 

 

前田 眞澄会長 ・ 川島 千鶴副会長 ・ 香月 章彦幹事 
橋口佳周ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎いたし

ます。本日のクラブ協議会では各委員長より活動計

画を発表させて頂きますので、橋口ガバナー補佐に

おかれましては、身内だからこそ厳しくご指導頂け

れば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

橋口 佳周君 
２０２２～２０２３年度の第６グループのガバナー

補佐を務めさせていただきます。皆様方には何かと

お世話になります。特に随行員のとして他クラブへ

メークアップしていただいている会員の皆様には感

謝の気持ちでいっぱいです。精一杯１年間務めさせ

ていただきますので何卒ご協力の程よろしくお願い

いたします。 

本日の出席率９３.０２％：会員数４９名・出席３４名・欠席６名・出席規定免除会員３名・ビジター０名 

前々回の修正出席率９７.９１％：出席３５名・メークアップ０名・出席規定免除会員１２名 
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藤井 寿人君 
先日、約１９年連れ添った愛犬が旅立ちました。今

年、花見の際には皆様に可愛がってい頂きありがと

うございました。ついにオンリー１人になってしま

いました。報告としてニコニコさせて頂きます。 

 

 

本日の合計   45,000 円 

本年度の累計  157,000円 

 

 

 

 

◆第１回クラブ協議会◆ 
「ガバナー補佐訪問」 

 

２０２２-２０２３年度 第６グループ 
ガバナー補佐 橋口 佳周様 

今年度第６グループガバナー

補佐を務めさせていただきま

す。１年間何卒宜しくお願いし

ます。私の方からは二つの事を

お話ししたいと思います。 

一つは、今年度ＲＩ会長に初めて女性の会長が誕生

しました。ＲＩができて、初代会長にポール・ハリス

が就任して１１２年目の事です。 

ＲＩ理事会で２０２３年６月３０日まで女性会員を３

０％にする目標をたてております。又地区の方でも現

在約５％の女性会員を７％にする目標をたてておりま

す。会員増強の目標に是非女性会員も視野に入れてお

願いします。 

二つ目は、今年度第５・第６グループでＩＭを行い

たいと計画をしています。２０２３年２月２３日、ロ

ータリーの創立記念日での開催の準備をしているとこ

ろです。２０１９年の規定審議会以降ロータリーが大

きく変わろうとしています。その中でクラブの運営を

どのようにしていくのか等、他クラブの方と一緒に考

え討議することも必要ではないかと考えております。 

皆様のご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

２０２２年～２０２３年度がいよいよ始まりまし

た。ジェニファー・ジョーンズ会長が言われている１

年５２万５６００分をどのように使うのかイメージし

てロータリーライフを楽しんでください。 

 

会長 前田 眞澄君 

前回、第 1 回例会にて会長に

よるクラブ運営方針で述べさせ

て頂きましたので、今回は簡単

にご説明させて頂きます。本年

度第２７４０地区上村春甫ガバ

ナーの地区方針として掲げられ

ている三つの重点項目と六つの継続的な重要課題への

出来る限りの取組みをしていきます。 

コロナ禍は未だ完全消滅に至ってない状況ではありま

すが、徐々に社会活動や日常生活が戻りつつ有る事も

後押しととらえ、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、範囲で実行していきたいと思い

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 

 
 

会場監督委員会 
ＳＡＡ 井手 陽一君 

次本年度もコロナ渦の中での例会

運営となります。例会にあたり、

マスクの着用検温、手指消毒を徹

底します。また、会場内の換気等

を毎回確認していきます。また、

例会司会者は事前に本人に確認し、当日は早めに準備

をします。 

目標にします、また例会の正確な出席報告に努めて

いきます。 

家族納涼例会（8月）忘年家族例会（12月）延寿会

（2月）そして例会でのニコニコ BOXを通し、会員同

士の交流の場を創造し、相互理解を図るための企画運

営をしていきます。 

 

公共イメージ・会報委員会 
田中 啓輔委員長   

当クラブの活動記録として、充

実した内容の会報誌となるように

作成していきます。外部に対して

も積極的に情報発信できるように

していきます。 

発言者の原稿をもとに、委員長・副委員長が編集

し、委員全員が確認を行い、最終的な会報誌作成を行

います。ホームページの内容も定期的に確認し、わか

りやすい内容にします。 

 

会員増強委員会 
宮﨑 宗長委員長 

近年のコロナ禍で、会員拡大活

動が制限される中ではありました

が、年齢的にも若い方の入会が増

えました。今年度も一人でも多く

の会員増強を図り、会員数５０名

超の達成に向け、当委員会メンバーと他の委員会とも

連携しながらきめ細やかな活動を行っていきたいと思

います。皆さまからの情報提供、ご協力もよろしくお
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願いします。      

歴代の会員増強委員長とコミュニケーションを深め

ながら情報収集を行い、定期的な委員会を開催し、入

会候補者情報を共有して会員増強を図っていきます。

また、候補者の例会体験やオープン委員会の開催、新

入会員に対しては歓迎会を開催し皆さまとの交流の場

も提供していきたいと考えています。 

 

職業奉仕委員会 
橋口 輝宗委員長 

様々な企業が、意義のある事業

として、倫理ということが必要と

なってくると思います。コンプラ

イアンスに加えロータリーではさ

らに高度な高潔性を高め倫理の向

上に寄与する活動を行って行きたいと思います。 

職業奉仕に関する卓話を行い、皆様で奉仕の心を考

える機会を作って行きたいと思います。また、映画例

会として例年どおり社員、家族を招待する形でシネマ

ボックス太陽様のご協力を頂き開催したいと思いま

す。 

加えて、職場訪問例会もしくはゲスト卓話も行い、

奉仕の心の理解を深める機会としたいと思います。 

 
社会奉仕委員会 

吉野 英樹委員長 
クラブ方針、会長の方針に沿い

ながら、これまでの取り組みを十

分考慮して地域社会との連携と交

流を行っていきます。それに伴

い、青少年奉仕委員会と連携し

て、地区補助金を活用した事業を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕・ 
ロータリー財団委員会 

田雑 豪裕委員長 
国際奉仕の目的は、ロータリ

アンや一般の人々のあいだに理

解と善意を育むことがロータリ

ーの国際奉仕の明確な任務であ

ると言われております。基本方針としては、「奉仕の

理想に結ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的親

交によって国際間の理解と親善と平和を推進する」こ

とですが、新型コロナ禍の中で我国の経営・雇用に及

ぼす影響も長期化し、今後アフターコロナ期を見据え

た経済活動の取組みを行うことが課題であります。身

近な所から国際奉仕の輪をひろげ、佐世保が地方創生

と観光の街として未来の実現を目指して、新しい価値

の創造に向け活動していきます。 

 

会計 南部 建君 
 例年と同様となっております

が、メンバーが増加しておりま

すので、活動の幅も広がると思

います。一年間どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：鶴田 明敏君 

次回例会７月２１日１２：３０～ 

 

 

 

 


