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Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 新年会長挨拶                        次回例会 委員会卓話（職業奉仕） 

《第２回クラブ協議会 半期報告》松尾重巳 幹事 

 

 

 

クラブ管理運営委員会 松田信哉 委員長 

【事業報告】 

半期は、コロナ禍の中で、例会が開かれず、正式な

例会は 8 月より開催されるという異常事態が起きま

した。それでも 7 月以降、理事会を電話または Zoom

で行い、7月 14 日には、IT 会報委員会を除く合同委

員会を開催しました。（IT 会報委員会は後に Zoom で

開催しました。） 

7 月、8 月に予定していたガバナー補佐訪問、ガバナ

ー訪問は行われず、恒例の新入会員懇親会、夏の家族

会も中止に追い込まれました。 

9 月に入り、ようやく毎週例会が行われることになり

ましたが、出席義務なしの例会として、マスクの着用、

検温、消毒の励行を徹底することで行われました。 

 S.A.A は、会員の中に医療従事者がいることもあっ

て、少人数ながら工夫して例会を行いました。出席委

員会は、出席義務を課さないという状況でも毎回出席

者の報告を行ってきました。プログラム委員会は、コ

ロナ禍の中でプラグラムの変更を余儀なくされる事

態が多々ありながらも、工夫しながらプログラムの調

整を行ってきました。 

最も影響を受けた親睦活動委員会は、あらゆる行事

が中止に追い込まれる中、今年最後の冬のクリスマス

会を実現しました。 

ロータリー情報委員会は、恒例の家庭集会を永田別

荘で行い、新入会員を盛り上げました。 

ＩＴ会報も各委員が工夫して連絡を取り合いながら

毎週週報を発行しました。 

職業分類会員選考委員会は、日々、職業分類の確認

を行っています。 

 
【感 想】 

 総じて、各委員会は、コロナ禍の中で、不安と戸惑

いの中で活動してきたと思います。 

それでも何とか無事に半期を迎えることができたの

も、例会場を提供していただいているセントラルホテ

ル佐世保さんと会員一人一人の協力のお陰であると

思います。 

 これで半期は終わりますが、まだまだコロナ禍の収

束が見えない中で、来年もマスクの着用、検温、消毒

の励行を徹底して、例会の実施、各委員会活動を行っ

ていただきたいと思います 
 

出席委員会 西沢 寛 委員長 

【事業報告】 

前期、コロナ禍中によりメークアップ義務を課さない

ものも、9 月より正式例会開催となりました。すでに、

出席報告をさせて頂いておりますが、コロナ禍中にも

関わらず、相当にご出席があり、北ロータリークラブ

の「絆」の強さを感じております。 
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【本  日】 会員数42名  出席 27名  欠   席  4名   出席規定免除会員 （11） 出席 6名  ビジター0名 出 席 率  --.--％

【前々回】会員数 42 名   出席  27 名 メークアップ--名   出席規定免除会員（11）出席 6 名          修正出席率   --.--％ 

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 



【感 想】 

 今後もこの状況は続くように思われます。 

 会員の皆様におかれましては、「絆」を大切にしな

がらも、無理のない範囲でのご出席をお願いしたいと

思います。 
 

プログラム委員会 渡会祐二 委員長 

【事業報告】 

前期の月曜日は 26 日ありましたが、うち祝日休会 3

が 3 日、新型コロナの影響のために特別休会日は合 9

計 9 日となりました（ただし、7 月 6 日と 7 月 20 日

はクラブ協議会という形で開催がされました。）。また、

台風による緊急休会が 1 回（9 月 7 日）ありました。

したがいまして、例会開催は 13 日となりました。 

実施された例会の内訳は会員卓話 4 回、クラブフォ

ーラム2回、クラブ協議会2回、その他が5回でした。 

 

【感 想】 

 新型コロナの影響で、極めて変則的なプログラムに

なり、皆様にもご準備等が大変な中でのご協力ありが

とうございました。会員卓話を中心として、会員の皆

様のおかげで、少ないながら充実した例会になったか

と思います。 
 まだまだ予断は許しませんが、後記はゲスト卓話も

再開して、コロナ渦の中でもより良いプログラムを実

施したいと考えております。 
 皆様には後記も引き続きご協力のほど、よろしくお

願い致します。 
 

親睦活動委員会 公門新治 委員長 

【事業報告】 

10 月 12 日 観月例会、12 月 14 日 クリスマス家族

会、無事終了しました。 

1 月 9 日開催予定 賀寿祝い新年会 

開催未定 観桜会 はなみずき会 

 

【感 想】 

今年度はコロナウィルスの影響により残念ながら

会長幹事交代式、納涼会が中止になりました｡このコ

ロナ禍の中、また委員のほとんどが入会 1 年未満とい

う中で、緒方副委員長、村瀨副委員長のアドバイスを

受け、皆で知恵を出し合い委員会も 4 回開催しました。

観月例会、クリスマス家族会では皆様のお力添えのお

陰で無事に終了することが出来ました。後半はどのよ

うな状況になるか分かりませんが、しっかりと準備を

して備えたいと思っております。 

 

宮原明夫 S.A.A 

【事業報告】 

新型コロナウィルスの流行の中、集団感染予防に十

分注意しながら、楽しい雰囲気の中、秩序と風格のあ

る例会になるよう、会場の設営や例会のスムーズな進

行に努めて来ました。 

 新型コロナ感染予防のため、親睦活動委員会の皆さ

んの協力のもと、入室時の体温測定と手指消毒、マス

ク着用などを徹底しました。 

 ３密を避けるため席の間隔を開け、座席もスクール

形式とし、食事も 12 時から食べられるように準備し

ました。 

 例会が、時間内にスムーズに進行するように、時間

の配分などに十分注意しながら進行にあたりました。 

 

【感 想】 

 今年度最初は、新型コロナウィルス流行のため、例

会の開催も危ぶまれた中、いつ例会が開催されても良

いように準備を進めて来ました。 

 新型コロナの流行やその他の理由で例会に出席で

きないＳＡＡも多く、少数精鋭で頑張って来ましたが、

親睦委員会や会員の皆さんのご理解とご協力のお陰

で、どうにか例会を継続することが出来ました。 

 加えて、例会最初に歌うロータリーソングや国歌、

佐世保市歌なども会員の皆さんが大きな声を出さな

くてもすむように、宮﨑有恒元会員にお願いして、歌

詞入りの新たなＣＤを作って頂きました。 

 ご協力頂きました皆さんに深く感謝申し上げます。 

 年が明けてもまだ新型コロナの勢いは収まりそう

になく、クラブで感染者を出さないことが大事なこと

だと思います。 

 下半期も例会開催が継続できますように、ＳＡＡも

頑張りますので、会員の皆さんにも感染予防のための

ご協力を引き続きお願い申し上げます。 

 

公共イメージ・ロータリー情報委員会 

 村瀨高広 委員長 

【事業報告】 

・第１回合同委員会 7 月 14 日（火） 

・第１回パスト会長会 ７月 20 日（月） 

※8 月 17 日（月）中止 

・第１回家庭集会 11 月 14 日（土） 

 
ロータリーの友紹介 

3 分間情報 

・７月、８月、９月、10 月、11 月 → 村瀨 

・12 月→古賀副委員長 

・１月以降 各委員に担当してもらう 

 

【感 想】 

①ロータリー情報委員会 
・例会等でロータリーの事を会員の皆様に伝える

ことが出来たと思います。 
    後期も情報を伝えていきたいと思います。 
  ・家庭集会では永田会員はじめ会員の皆様のご協



力で楽しい会になったと思います。 
    後期にも開催予定です。 
 
②公共イメージ委員会 
 ・ロータリーの友の紹介を毎月１回例会時にしま

した。 
 

 ＩＴ会報委員会 松田 亜由美 委員長 

【事業報告】 

クラブ内外の情報をタイムリーにお届けできるよ

うに、迅速に会報の発行を行いました。ホームページ

も毎週会報を更新し、会員の為になる活動に努めて参

りました。 
 
【感 想】 

最初は担当を月ごとに振り分けておりましたが、委

員長を含め例会に行けない委員も半分おり、2名の会

員で例会カメラを担当し、例会に行けない委員がニコ

ニコと委員会報告の入力、レイアウトを担当しました。 

 

職業分類・会員選考委員会 永田武義 委員長 

【事業報告】 

①現在の職業分類に変更がないか調査 

 結果 職業分類に「浄化槽保守点検業」を新規追加 

   

②会員増強委員会から上半期 3 名の入会申込があっ

たので、予定者の 3 名を職業分類や人柄等を検討し

た結果 全く問題がなかったので 3 名とも入会の

運びとなりました。ただ、中村祐二会員が入会され

るにあたり職業分類が無かったので「浄化槽保守点

検業」を新たに加えました。 

会社名は 株式会社 Ｅ・ファシリティーズの代表取

締役 職業分類は「浄化槽保守点検業」です。 

 

【感 想】 

会員増強委員会や会員の皆様のご協力により上

半期は 3 名の会員が入会しました。 

下半期は 1 人でも多くの新入会員が入会するよう

会員増強委員会と連携しながら努力していきます。 

 

会員増強委員会 二ノ宮 健 委員長 

【事業報告】 

新型コロナの影響とか、職業的諸事情により、2 月

位には会員数 45 名まで増強された会員数が、6 月末

時点で大幅に退会者が出て会員数 39 名になりました。

新年度、7 月に入り新入会員２名の方に入会して頂き

会員数 41 名になり、更に新入会員１名の方に入会し

て頂き会員数 42 名になりました。12 月の時点で、今

年度当地区会員増強方針の員数 3 名は達成していま

す。委員会は、地味に活動していますが、更にクラブ

一丸となって増強していきたいです。7 月のクラブフ

ォーラムは、船津副委員長に積極的に担当して頂きま

した。 

委員会は、当初１回開催しています。コロナ禍で、

積極的な委員会活動は難しく、地域経済の安定が揺ら

ぐ中、後期も引き続き熱心に活動をしていきたいと思

います。 

 

【感 想】 

会員増強は人の情報が一番だと思います。皆様から

の積極的な会員候補の情報、推薦を御願いします。ク

ラブ運営上の分岐点は会員数 50 名以上が理想である

事は周知のことと思います。何時も応援して頂いてま

す、緒方ガバナー補佐の支援には感謝しています。今

後も、船津副委員長の予定者リストを参考に、新たに

推薦される候補者をリストアップしていきます。 

また、退会された方で、復帰しても良い状態になら

れた元会員の情報等がありましたら教えて下さい。友

人、知人、親子、親戚など、皆様からの情報提供を御

願いします。 

 

職業奉仕委員会 船津 学 委員長 

【事業報告】 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点からも

委員会は開催しておりません。 
 

【感 想】 

新型コロナウィルスへの対策も踏まえ、開催できる

事業とできない事業の振り分けを予算も考慮し、今一

度検討したいと思います。 
 

国際奉仕委員会 茶村亜子 委員長 

【事業報告】 

1.11 月にワールドギフト国際支援推進会を通じて、

世界の発展途上国の子供たちに送るために文房具

を集めさせていただき、30 名の会員様より支援が

ありました。12 月中旬に発送いたします。 

 

2.台湾の国際大会（2021 年 6 月 12 日～16 日）の動向

を調べました。今後参加を呼び掛けていこうと思い

ます。 

 

3.委員会は 7 月 2 日と 11 月 20 日に 2 回行いました。 
 

【感 想】 

コロナ禍で通常の委員会活動ができない中、文房具

を集める活動ができたことはとてもよかったと思い

ます。 

残り半期も3月担当のフォーラムや6月の国際大会

に向けて準備を進めて参ります。 

 

 



ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

 三谷秀和 委員長 

【事業報告】 

10 月 米山寄付送金 

11 月 財団寄付送金 

来年 2 月 委員会卓話にて活動報告 

米山寄付 計 10 名 財団寄付 計 9 名 

米山寄付 24,000 円／1 人 財団寄付 218 ドル／1 人 

いずれも達成 

 

【感 想】 

1.米山寄付、財団寄付 地区目標はいずれも達成でき

た。 

2.社会に貢献するロータリークラブの意義への理解

と、北クラブの寄付意識の高さによるものであった

と考える。 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 

 松永祐司 委員長 

【事業報告】 

チ－ム 4×4支援 年会費  

薬物乱用防止セミナ－（新型コロナにより延期） 

地区補助金事業（水泳事業を通じて、幼児の健全育成

を図るプロジェクト） 

 

【感 想】 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会では、新型ウィル

ス感染拡大により、前半は思うような活動ができませ

んでした。後半は地区補助金事業（2 月）、薬物乱用

防止セミナ－（4 月以降開催予定）をインタ－アクト

委員会と連携して開催できるよう進めて行きたいと

思います。 
 

インターアクト委員会 鐘ヶ江 和重 委員長 

【事業報告】 

3 月 23 日 インターアクト引継ぎ懇談会 

 開催（グランドファーストイン佐世保） 

7 月 20 日 第 1 回プロジ ェクト社会奉仕・インタ

ーアクト合同委員会 開催（事務局） 

8 月 25 日 ペットボトルキャップを佐世保高専へ届

けに行きました。（鐘ヶ江） 

10月27日 ペットボトルキャップを佐世保高専へ届

けに行きました。（松永、鐘ヶ江） 

11 月 4 日 佐世保高専堂平先生がイオン大塔店にペ

ットボトルキャップを届けられました。 

約 160 ㎏です。その様は佐世保高専の HP

に掲載されました。 
 

【感 想】 

コロナ禍により上期はインターアクトクラブ例会

が開催できませんでした。例会では前々年度よりロー

タリアンの皆さまより講話をいただいておりました

が、学生の皆さんに好評ではないかと思いますので例

会が開催となりましたら後期は引き続き行いたいと

思っております。 

また、前年度 4 月開催予定でした佐世保高専での薬

物乱用についての講演会がコロナにより開催できま

せんでしたので今年度 2 年生の特別活動の時間に（対

象は 2 年生全員）開催予定です。 

（今後のコロナ感染の拡大状況によります） 
 

 

《会長挨拶》 

先週の

クリスマ

スパーテ

ィー参加

の皆様、

お疲れ様

でした。

多数の奥

様にもご

出席頂き、楽しいパティーになりました。ありがとう

ございました。 

 今日は、今年最後の例会になります。各委員長さん

の半期報告になります。半期報告書を読ませて頂きま

したが、このコロナ禍の中にも関わらず、できる範囲

の中、できる限りの委員会運営を行って頂いておりま

す。皆様に感謝申し上げます。 

 今年も残りわずかであります。年が明けると、賀寿

祝い、IM がひかえております。 

また、緒方ガバナー補佐が、12 月 14 日。ガバナーノ

ミニー・デジグネートに正式に選出されております。 

コロナが少しでも収束する事を願いつつ、素晴らし

い新年を皆さんで迎えることができればと思ってお

ります。どうぞ皆様、健康にはご注意頂き年末年始お

過ごしください。 

 

 

《幹事報告》           松尾重巳 幹事 

 

１．例会変更 

 

・佐世保ＲＣ 

12 月 30 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節） 

  1 月 27 日（水）12：30～ 

九十九島ベイサイドホテル&リゾートフラッグス 

 

・佐世保東ＲＣ 

12 月 19 日（土） 

ホテルオークラ JR ハウステンボス 

（クリスマス家族会中止） 



本日の合計  32,000 円    累計 491,000 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） 

・佐世保西ＲＣ 

1 月 5 日（火）休会（定款第 7 条第 1 節） 

 

・佐世保中央ＲＣ 

1 月 7 日（木）12：30→18：30～（新年例会のため） 

 1 月 14 日（木）18：30→12：30～ 

（第 1 週目を夜例会としたため） 

 

・佐世保東南ＲＣ 

1 月 6 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節） 

 1 月 13 日（水）19：00～ しぐれ茶屋 

（新年例会のため） 

 

２．来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま Vol.249  

（セルフ BOX へ入れております） 

 

・ガバナー事務所 

2020～2021 年度 地区補助金活動について 

（お願い） 

         

・ガバナーエレクト事務所 

年末年始休業のお知らせ 

12 月 29 日（火）～1 月 4日（月） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

創立 25 周年記念式典への祝電のお礼状 

 

・佐世保・厦門市青少年交流協会 

会報誌「夢のとびら」 

 

３．伝達事項 

 

①第 5 回理事会議事録をセルフＢＯＸへ入れてお

ります。 

 

②後期の会費請求書は 1/4 に郵送でお送りいたし

ます。よろしくお願い致します。 

 

③事務局年末年始の休業日は 12/29（火）～1/3（日）

となります。この期間中に何かございましたら、

幹事 松尾までご連絡をお願い致します。 

 

④12/28（月）、令和 3 年の 1/4（月）は特別休会、

1/11（月）は祝日休会となっておりますのでお間

違いのないようお願い致します。次回例会は

1/18（月）「新年会長挨拶」近藤竜一会長です。 

 

《委員会報告》 

茶村亜子 国際奉仕委員長 

国際奉仕委員会の取り組みであります「世界の子供た

ちを笑顔に」で文房具を集めさせていただきまして無

事 12/17 に事務局より発送完了しました。ありがとう

ございました。6/12～6/16 台北にて行われます国際

大会の登録が12月末までの割引期間が2/15までに延

びております。ぜひ登録お願い致します。 

 

公門新治 親睦活動委員長 

12月14日のクリスマス家族会にご参加の皆様ありが

とうございました。お陰様をもちまして大盛況に終わ

りました。来年 1 月 9 日の賀寿祝い新年会のご案内を

出しています。出欠の締め切りが12月28日ですので、

よろしくお願い致します。 

 

 

《ニコニコボックス》  

野口好太郎 親睦活動委員 

 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

本日は第 2回クラブ協議会です。各委員会の半期報告

をしていただきます。各委員長の皆様よろしくお願い

します。また、本日は今年最後の例会です。新型コロ

ナ禍で思うような活動が出来ておりませんが、会員の

皆様、大変お世話になりました。来年もよろしくお願

い致します。皆様、良いお年をお迎えください。 

 

豊島揆一君 

今年も師走となり残り 10 日あまりになりました。例会、委

員会に出席せず、大変失礼致しました。新年からは少し

でも多く出席するようにしたいものです。よろしくお願い致

します。 

 

富田耕司君 

本年もお世話になりました。コロナがおさまりますように。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 藤井良介君 鳥越敏博君 

緒方信行君 宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 

村瀨高広君 松田信哉君 松永祐司君 公門新治君 

船津 学君 西沢 寛君 小西研一君 茶村亜子君 

村上英毅君 戸畑教幸君 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 二ノ宮 健君 野口好太郎君 

先日のクリスマス会は盛り上がりましたね。ご参加の

皆さんお疲れ様でした。さて本日は今年最後の例会で

す。クラブ協議会半期活動報告ですね。コロナに振り

回された 1年でしたが、最後はビシッと締めましょう。 


