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「ロータリーへ感謝」 

 

 

本日の例会 委員会卓話 職業奉仕委員会      次回例会 委員会卓話 ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

 

《会長挨拶》 

                近藤竜一 会長 

 

皆様、早春の候、ますますご清栄の事とお喜び申し

上げます。 

さて、当クラブにおきましては、新型コロナウイル

スの影響により 1 月 18 日～3 月 15 日まで計 8 回の

例会が緊急休会となっております。如何ともしがたい

状況ではありましたが、長崎県においてもコロナの感

染が収まってきております。理事会において、3 月

22 日より例会を再開する運びとなっております。 

ガバナー月信におきまして、ガバナーが 3 ケ月に

わたり発信されているメッセージがございます。以下

の通りです。 

『ロータリアンに今できることは、自らが「ウイル

スに感染せず・人に感染させない事に最大限注意しな

がら、我らが生業を守る事ではないでしょうか。」こ

のことが、今できる最大の職業奉仕であり、社会奉仕

であると考えます。』 

コロナウイルスの災禍の中で、ロータリアンとして

共感できるメッセージだと思いました。ワクチン接種

等の知らせも届く等、良いニュースも出てきておりま

す。良いニュースを集めながら日々の生業に邁進して

行きましょう！ 

 

休会中のクラブ近況をご説明いたします。 

① IM(インターシティー・ミーティング)について 

延期になりました IM は、4 月 18 日（日）に開催

の運びとなります。通常の参加形式から、WEB

配信形式で実施されます。IM 実行委員会におか

れましては、延期決定から極めて短期間で WEB

配信の実施に切り替えられた事。大変だったと思

います。 

② 地区補助事業について 

毎年実施しております地区補助事業については、

当初は「オリンピック出場経験スイマーを招いて

の幼児学習」でありましたが、コロナの影響で諸

条件が整わず、「佐世保私立幼稚園協会への除菌

脱臭器寄贈」に変更になっております。3 月 26

日（金）に寄贈予定です。社会奉仕委員会におい

ては、松永委員長のもと 3 月 15 日（月）委員会

を開催し準備を進める予定であります。 

③ 米山記念奨学生について 

米山記念奨学生 レーチュンハイ君は、奨学生の

終了式を 3 月 6 日（土）に終了しました。長崎県

立大学も3月19日卒業式を迎えられる予定です。

その後は同校大学院 地域創生研究科地域社会

マネジメント（修士課程）を専攻されます。2 年

間カウンセラーとして、レー君をお世話された松

田信哉会員には感謝いたします。大変お疲れ様で

した。また、米山記念奨学会への毎年寄付を行っ

ている当クラブの業績も大であります。 
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当クラブでは次年度におきましても米山記念奨

学生をお世話する事になります。長崎国際大学院

在学ラ ケツキンさんです。カウンセラーは、船

津学会員に引き受けて頂きました。船津学会員宜

しくお願いいたします。 

④ 財団寄付の認証状について 

財団寄付の認証状が届いております。例会場での

例会が始まりましたら謹んでご紹介を行います。 

⑤ 東田賢二会員退会について 

東田会員は、3 月末に佐世保工業高等専門学校を

退職されるにあたり、とても残念ではありますが

退会されます。東田会員は平成 28 年 7 月に入会

され、約 5 年間当クラブで活躍して頂きました。

特にインターアクトクラブ創設にあたり多大な

貢献をなされております。東田会員の今後益々の

ご発展をお祈りしたいと思います。例会場での例

会再開時に退会のご挨拶をお願いしております。 

⑥ 3 月 22 日例会について 

当日は、オンラインでの例会となります。茶村会

員のスタジオを使用させて頂き ZOOM での例会

となります。WEB配信での IMを控えている中、

先ずは例会で試してみよう。という事になりまし

た。詳細は、松尾幹事より文書が発行されます。 

また、渡会会長次年度理事会も 2 月に第 2 回が実施

され、力強く発進しております。 

以上ご報告申し上げます。 

 

《幹事報告》 

           松尾重巳 幹事 

 

1.例会変更  

 北松浦 RC  3月 23日（火）12：30～13：00 

 サンパーク吉井 ※例会再開 

       3月 30日（火）12：30～13：00 

  サンパーク吉井 

 松浦 RC    3月 24日（水）12：30～ 

松浦市文化会館（なぎなたモニュメン

ト清掃作業のため）  

佐世保 RC  3月 10日（水） 

  休会（定款第 7条第 1節(d)の（3）に

よる休会） 

3月 17日（水）12：30～13：30 

レオプラザホテル佐世保※例会再開 

 佐世保南 RC 3月 5日（金）～3月 26日（金） 

  休会（定款第7条第1節(d)(3)により） 

佐世保西 RC 3月 2日（火）、3月 9日（火） 

 臨時休会（定款第7条第1節(d)の（3）

により） 

 佐世保東南 RC 3月 31日（水）19：00～ 

 しぐれ茶屋 ※ 観桜会のため 

 ハウステンボス佐世保 RC 3月 25日（木）18：30

～→3月 23日（火）12：30～  

ホテルヨーロッパレンブラント 

ホール（観桜例会延期のため）  

       3月 30日（火） 休会 

（定款第 7条第 1節（ｄ）により 

 

2.来信   

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

2020年米山記念奨学生修了式開催のご案内 

日時：3月 6日（土）15：00～L&L ﾎﾃﾙｾﾝﾘｭｳ 

（松田信哉カウンセラー、レー君出席） 

 

・ロータリーの友事務所 

ロータリーの友 3月号（3月29日例会にて配布） 

 

・国際ロータリー 

① ザ・ロータリアン 3 月号  

② ロータリー財団寄附者への認証状と記念ピ

ンバッジ 

近藤会員（ベネファクター） 

宮原会員（ＰＨＦ+7） 

峯会員（ＰＨＦ＋2） 

蒲池会員（ＰＨＦ+3） 

松尾会員（ＰＨＦ） 

鐘ヶ江会員（ＰＨＦ） 

村上会員（ＰＨＦ） 

※3月 29日例会にて表彰予定 

 

 ・国際ロータリー日本事務局 

① 日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ 

 3 月 1 日（月）～3 月 31 日（水） 

② 3 月ロータリーレート １$＝106 円  

 

 ・ガバナー事務所 

  ① 2021年度米山記念奨学生のお世話クラブと

カウンセラー選出のお礼（船津 学会員）  

  ② 福田金治地区研修リーダーより「新型コロナ

ウイルス流行による重要な最新情報につい

て」 

  ③ ガバナー月信 3月号 

 （3月 29日例会にて配布） 

  ④ 2021学年度米山記念奨学生のお知らせ   

    奨学生名：羅 潔欣（ﾗ ｹﾂｷﾝ）さん 

 性別：女 国籍：中国 

 学校名：長崎国際大学 

  ⑤ 米山記念奨学生 業務委託・覚書について

（お願い）  

 

・地区大会事務局 

① 2020～2021年度 地区大会のご案内 

        ◇ＲＩ会長代理歓迎夕食会 



日時：5月 21日（金）18：00～ 

ＲＩ会長代理歓迎夕食会  

場所： 嬉野観光ホテル 大正屋 

 （緒方ガバナーノミニーデグジネートご夫妻出席） 

◇地区大会親睦ゴルフ大会 

日時：5月 21日（金）7：30～受付 

場所：武雄カントリークラブ 

◇本会議・記念講演 

日時：5月 22日（土） 

（記念講演「がんとは何か？」講師 宮園浩平氏） 

場所：武雄市文化会館大ホール 

（緒方ガバナーノミニーデグジネートご夫妻、会長、

幹事出席） 

 

② 2020～2021年度地区大会委員会の組織・構成

について 

   5/22（土）11：00～信任状委員会 

（信任状委員会委員長として緒方信行ガバナー

補佐ご出席）            

 

・ガバナーエレクト事務所 

  ① 2021～2022年度 地区研修・協議会（DTA）

についてのご案内・登録料振込のお願い     

  ② RIデータサービス会員情報更新のお願い 

  ③ 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

（緒方ガバナーノミニーデグジネート、渡会次

年度会長出席） 

   日時：3月 14日（日）12：30～登録受付 

  13：30～開会  16：00 閉会 

  ④ 2021～2022年度「会長エレクトセミナー」 

参加のお礼 

  ⑤ 2021～学年度米山記念奨学カウンセラー・奨

学生オリエンテーションのご案内 

   日時：4月 18日（日） 

 場所：諫早文化会館 ２階 練習室 

（船津カウンセラー出席） 

 

 ・佐世保ＲＣ 

  2021～2022年度 第 1回佐世保市内 8RC会長・

幹事会のご案内（次年度会長・幹事出席） 

   日時：3月 17日（水）午後 3時 00分～ 

   場所：佐世保市中央公民館  

常盤町サンクル 3番館 2階 講座室 5 

     

 ・佐世保中央ＲＣ 

  創立 30周年記念式典・祝賀会開催中止について 

 

・佐世保東南 RC 

   2020～2021年度 第 7回佐世保市内 8RC会長・

幹事会のご案内   

（会長、幹事、緒方ガバナー補佐、村瀨会員、船津会

員、出席） 

日時：3月 3日（水）15：00～ 

  場所：佐世保市労働福祉センター 2階大会議室 A 

 

・佐世保工業高等専門学校 

 令和 2年度卒業式及び専攻科修了式の対応につい

て（ご来賓無しで 3月 12日開催） 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

 海上自衛隊佐世保音楽隊第 49回定期演奏会（2月

27日 無観客開催） 

 

・公財）佐世保地域文化事業財団 

 アルカス SASEBOジュニアオーケストラ第 9回定期

演奏会のご案内（ご招待） 

  日時：3月 14日(日)開場 13：00 開演：14：00  

場所：アルカス SASEBO大ホール 

 

 3.伝達事項  

  ① 3/29（月）の例会で賀寿者 3名の方へお祝い

記念品を贈呈いたします。 

② 3/29（月）より例会再開となりますが、コロ

ナの状況により変更になる場合もございま

す。 

   ③  3/29（月）次回例会は職業奉仕委員会 卓

話です。 

 

    

《２月・３月の誕生祝い》 

S.28.2.1 東田賢二君  S49.2.2松田亜由美君 

 

S.51.3.30 船津  学君  S43.3.2 小西 研一君 

S.55.3.17  野口好太郎君  

 

 

《２月・３月の結婚記念日》 

２月１１日 永石浩一郎君・みさ夫人 

２月１０日 中村 祐二君・基子夫人 

 

３月２０日 平石 晃一君・久子夫人 

３月２３日 鳥越 敏博君・由美夫人 

３月２１日 小川  寛君・真澄夫人 

３月３１日 西沢  寛君・かおり夫人 

 



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 松田亜由美） 

『小西会員へ 3 月の誕生祝進呈』 

 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より 

松田信哉委員長に感謝状の進呈がありました。 

  

 

 

『初のオンライン例会開催様子』 

 

 

 

 

 

 


