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ロータリーへ感謝 

本日の例会 新入会員卓話                     次回例会 観月例会（新入会員歓迎会） 

《第１回クラブ協議会》 

 
      緒方信行 第６グループガバナー補佐 

本日、佐世

保北 RC を訪

問させてい

ただきます

国際ロータ

リー2740 地

区第6グルー

プガバナー

補佐の緒方 

信行でございます。まずは、今年度の佐世保北 RC の

近藤竜一 会長、松尾重巳 幹事の一年間のご活躍を心

より祈念申し上げます。 

今年度 RI 会長は、ドイツのホルガ―・クナーク氏

でテーマとして「ロータリーは機会の扉を開く」とあ

げています。リーダーシップの機会、奉仕のアイデア

を実行に移すために海外を旅する機会、生涯続く友情

の絆を築く機会を与えてくれる。「私たちのあらゆる

行動が、どこかで誰かのために機会の扉を開いていま

す」と言われています。 

国際ロータリー2740 地区のガバナーは、鹿島ロー

タリークラブの花島光喜ガバナーであります。各クラ

ブが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブになる

ことを目指して欲しいと言われています。 

さて、私は佐世保北 RC 所属で、仕事はスイミングク

ラブを経営しております。1984 年に佐世保に初めて

来まして、佐世保市でスイミングクラブを出店して現

在まで、東は群馬県高崎市から大分県まで全国で 37

店舗を経営しております。ロータリーには、1987 年

に入会して 34 年目となります。ロータリーで学んだ

ことは数知れません。何よりも多くの友人等と知り合

えたことです。この人脈こそが私の財産です。ロータ

リーは自己研鑽の場となり、全国のロータリークラブ

にも訪問して多くのことを学びました。 

今年はコロナ禍で例会も休会が続き、また経済もき

びしい状況で再開が心配されましたが、千葉憲哉 直

前ガバナーが、ポスト・コロナの世界恐慌を救うのは

ロータリーの「利己と利他の調和」の精神であると言

われています。まさに今こそ、ロータリーの精神でこ

の難局を乗り越えていこうと思っています。仕入れ先

から自分の収めた商品が人様に喜んでもらえたこと

で、自分の仕事に誇りが持てる、買っていただいてあ

りがとう。売ってもらってありがとう。また、経営者

は従業員に「今日も働いてくれてありがとう」従業員

も「今日も働かせていただいてありがとう」「利己と

利他の調和」を求める経済論が必要です。 

このようなきびしい状況でありますが、できれば、

今年度は IM の開催をしたいと考えております。開催

するには色々な対策を検討して万全を期したいと思

いますので、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げま

す。最後になりますが、今年度の佐世保北 RC のます

ますのご発展と会員皆様のご健勝を心より祈念申し

上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

した。 

 

 
《会長挨拶》            

近藤竜一 会長 

RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）方式によ

る DL（ディスカッションリーダー）育成研修会 が

行われました。 

 9 月 26 日（土）、9 月 27 日（日）佐賀で開催されま

した。 
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佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



 我がクラブを代表して、野口光太郎会員が 2日間に

わたり参加されております。大変お疲れ様でした。全

3 回の受講で、2 回が終わりました。10 月に残り 1回

が実施され、受講終了の証書が渡されます。 

RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）方式によ

る DL（ディスカッションリーダー）育成研修会とい

うものは、何か？ 

例会やクラブフォーラムが、一方通行の卓話や情報

伝達だけで終わらない様に、クラブの活性化の為に、

会員ひとりひとりがもっと発言できるように、将来、 

ファシリテーションとよばれる手法を用いて、例会や

クラブフォーラムを進めて行こういう事です。そのた

めには、各クラブに DL（ディスカッションリーダー）

が必要ということです。 

このような取り組みや活動は、直ぐに何かが変わる

という事ではありませんが、現在の 40 歳台の方が、

このセミナーを受講し、勉強されて、次年度以降も受

講された方が増えることによって、将来、5 年後、10

年後にファシリテーション型の新しい例会やフォー

ラムの形ができていくのではないかと期待しており

ます。素晴らしい取り組みであります。皆さん、長い

目で見て頂き、将来に繋げられたらと思います。また、

この取り組みで、ひいては会員増強や退会防止に繋げ

るという事も目標のひとつです。 

本日は、クラブ協議会となっております。緒方ガバ

ナー補佐、各大委員長さん、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１． 例会変更 

 

・佐世保東ＲＣ 

10 月 8 日（木）12：30→18：30～ 

ファーストイン早岐（夜例会のため） 

 10 月 15 日（木）休会（定款第 7条第 1 節） 

 

・佐世保東南ＲＣ 

10 月 7 日（水）12：30→19：00～ 

しぐれ茶屋（観月例会のため） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

10 月 27 日（火）12：30→18：30～ 

ホテルヨーロッパ「吉翠亭」（夜例会のため） 

 

２．来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

①ハイライトよねやま Vol.246 

（セルフＢＯＸへ入れております） 

②米山記念奨学生（レーチュンハイ君）レポート受 

付完了のお知らせ 

③ 10 月米山月間資料のご案内 

  〔豆辞典、米山委員長の手引き、寄付マニュアル、 

事業報告書、米山学友の群像特集号〕 

   

・ガバナー事務所 

①RLI への DL 育成研修セミナー参加者推薦依頼 

第 1 回 9 月 26 日（土）9：00～17：00 

  於 グランデはがくれ （野口会員参加） 

第 2 回 9 月 27 日（日）9：00～17：00 

於 佐賀市文化会館（野口会員参加） 

  第 3 回 10 月開催予定 

②社会奉仕事業に関するアンケート集計結果報告 

  書 

③ロータリーの公共イメージ・認知度向上を目的と 

した「ロータリーデー」看板・のぼりの制作につ

いて 

④第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会開催中

止のご報告 

⑤2020～21 年度「米山の集い」開催について 

 日   時：10 月 4 日（日） 

 場   所：雲仙市愛野町乙 2498-6（松田邸） 

   集合時間：12 時 00 分 

   開始時間：12 時 30 分（食事あり） 

   目   的：奨学生同士の親睦会 

 

・佐世保西ＲＣ 

  第４回佐世保市内 RC 会長幹事会議事録 

     

３．伝達事項 

①「現況活動計画報告書」に誤表記と表記漏れがご 

ざいましたのでお詫び申し上げます。 

   正誤表をセルフＢＯＸへ入れておりますのでよろ

しくお願い致します。    

②10/5（月）次回例会は戸畑会員、野口会員、早田 

会員の新入会員卓話です。 

 

 

《委員会報告》 

 

蒲池芳明 指名委員長 

本日、グランドファーストイン佐世保にて午後 6：30

より指名委員会を開催します。 

関係各位の御参加をお願い致します。 

 

公門新治 親睦活動委員長 

先日 FAX でご案内しておりましたが、10 月 5 日例会

終了後に事務局に於きまして、親睦活動委員会を開催

します。委員の皆様よろしくお願いします。 

 



本日の合計  32,000 円    累計 173,000 円 

IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 中島閏二） 

《ハイライトよねやま》 

日本に入国できない奨学生のメッセージ 

新型コロナウイルスの水際対策として日本が行っ

ている外国人の入国制限措置により、出国したまま 4 

月以降も日本へ戻ってくることができない現役奨学

生がいます。こうした奨学生はメールやＳＮＳで世話

クラブと連絡を取りながら、オンラインで例会に参加

するなど工夫をしています。母国で日本へ戻る日を心

待ちにしている奨学生たちの声を「奨学生報告書」か

ら抜粋して紹介します。 

 

マレーシア（秋田東ＲＣ） 

１ヶ月の予定でマレーシアに帰省しました。日本 

へ戻る飛行機のチケットも取っていましたが、3 月末

までに 2 回もキャンセルされ、手配に奔走するうち

に日本の入国制限が始まり、留学ビザの有効期限も切

れてしまいました。4 月からはオンラインで講義を受

け、課題をしたり、論文を書くための文献を読んだり

しました。指導教官の先?とは Zoom で研究の進捗報

告や相談をしています。今日、秋田大学から在留資格

認定証明書をいただけたので、日本大使館のビザ申請

センターが開き次第、申請しに?きます！ビザが取れ

たらすぐに日本に戻って、和食を食べて、ロータリー

クラブの皆様に会いたいです。 

 

韓国（東京新宿ＲＣ） 

日本の友達が私を忘れたらどうしよう、日本にい

る?たちはもう私のことを気にしないだろう、 

と思った日。カウンセラーからメールが来ました。 

定期的な連絡はしていましたが、この日のメールは日

本へ?国できるようになりそうだという内容でした。

メールを読んだ瞬間、まだ直接会ったことはないが、

私が日本に帰ることを?から待っていてくれる?がい

るということに、感動しました。ぎこちない新しい?

常に慣れていますが、こうも考えます。新しい日常と

は、今までのすべてが変わるわけではないのかもしれ

ないと。人との間にある温かい真心が互いを感動させ

るという点では変わらないのだということを。 

 

寄付金速報 

8 月までの寄付金は前年同期と比べて 3.7％減（普

通寄付金:4.7％減、特別寄付金:2.0％減）、約 1,200 

万円の減少となりました。当会へご報告いただいた 7 

月 1 日現在の会員数を昨年同期と比較すると、全国

で約 2,200 人減少しています。また、コロナ禍によ

る困難な経済状況にもかかわらず、皆さまからご支援

いただいていることに深く感謝申し上げます。当財団

は内閣府より「公益財団法人」の認定を受けているた

め、当奨学会への寄付金には所得税、法人税の財政優

遇が受けられます。相続税も非課税となります。 

《ニコニコボックス》  

村上秀毅 親睦活動委員 

 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

第2740地区 第6グループガバナー補佐 緒方信行様

のご来訪を心より歓迎致します。 

本日は、緒方信行ガバナー補佐を迎えての第 1回クラ

ブ協議会です。 

各委員会の今年 1 年の活動計画の発表の機会であり

ます。 

各委員長の皆様、よろしくお願い致します。 

野口好太郎会員、RLI のセミナーへの出席ありがとう

ございます。 

 

緒方信行 第 2740 地区 第 6 グループ ガバナー補佐  

本日は、我がホームクラブ 佐世保北ロータリークラ

ブへの訪問となっております。 

本日はよろしくお願い致します。 

佐世保北ロータリークラブの今後益々のご発展を心

より祈念申し上げます。 

 

松田信哉君 

私事ですが、先週の連休の中日に、島瀬ロックフェス

ティバルに初出演しました。そこでなんと北クラブの

メンバーの渡会会員、村瀬会員とご家族、茶村会員、

渥美会員、早田会員、それと天津包子の八木さんがサ

プライズで応援に来てくれました。 

感謝、感激でした。また立派な垂れ幕を作ってくれた

井上会員にも感謝、感謝です！！ 

そして茶村会員には、急なお願いにもかかわらず、当

日のステージ衣装のみならず、次の日の結婚式の衣装

も準備していただきました。ありがとうございました。 

 

福田俊郎君 富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君 

宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 村瀨高広君  

松永祐司君 公門新治君 小西研一君 井上隆三君 

茶村亜子君 村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 

田中博徳君 二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君 

本日は第 1回クラブ協議会です。緒方ガバナー補佐の

ご来訪を心より歓迎致します。 

松尾幹事始め、大委員長の皆様よろしくお願い致しま

す。新入会員の皆さんはクラブの仕組みをしっかり学

んでください。もちろん全会員一同、心して拝聴致し

ます。 


