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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

本日の例会 オンライン例会(第 4回クラブ協議会)       次回例会 オンライン例会（会員卓話） 

《２０２１－２０２２年度 地区研修協議会》 

 公門 新治 次年度幹事 

次年度 RI テーマと第 2740 地区の運営方針及び DTA

参加の皆さんへのお願い 

RI2740 地区 2021-2022 年度 

ガバナーエレクト 塚﨑 寛 

次年度 RI 会長テーマ 

次年度 RI 会長はインドカルカッタ・マハナガル RC

のシェカールメータさんです。 

テーマは「SERVE TO CHANGE LIVES」 

“奉仕しようみんなの人生を豊かにするために” 

地区目標 

ロータリーの中核的価値観(親睦・高潔性・多様性・

奉仕・リーダーシップ)を維持しつつ、時代に即し

た組織作りを目指しロータリーの戦略的優先事項

の実践に努力する。 

戦略的優先事項 

1. より大きなインパクトをもたらす 

2. 参加者の基盤を広げる 

3. 参加者の積極的なかかわりを促す 

4. 適応力を高める 

次年度地区ガバナーの運営方針(行動指針) 

「新しい時代のロータリーを共に考え行動しよう」 

昨年は新型コロナウイルス感染症に明け暮れた一

年でした。人々の生活様式も変わり、感染防止の観

点より、3 蜜の回避、人と人との対面を避け、バー

チャルでの会議・面会が主流となってきました。 

この傾向はまだ数年、あるいはもっと長期にわたる

こともあるでしょう。私達は新しい生活様式のもと、

ロータリー活動をしていかねばなりません。 

又、文化のスピードが加速し、テクノロジーによっ

て繋がりや奉仕の新たな機会が生み出されていま

す。不変のロータリーの中核的価値観を念頭に置き、

私達は将来を見据えて進化し、時代に即した組織作

りを目指し行動しましょう!! 

各クラブ委員会のみなさんへお願い→RI 会長・地区

次期ガバナーより 

○各クラブの目標作成にはまず地区やクラブ現状

を分析することが大切です 

【会員増強について】 

●過去 17 年間ロータリアンの数は世界で 120 万人

から増えていない!! 

 ↓ 

次年度までに 

130 万人に増やして欲しい!!(8.4%増) 

50 名のクラブで約 4～5名増 

●何故会員増強なのか? 

・会員数が減ると奉仕資金が逼迫します。 

・奉仕をする人が少なくなります。 

●どうすれば良いのか? 

これからは若い人と女性の入会を多く期待しまし

ょう!! 

2740 地区会員数目標値（期末）2,335 名（8.44％増）

内女性会員 163 名（7％） 

 ※日本の女性会員の割合は平均で 7.0% 

 世界の女性会員の割合は平均で 23.7% 

・各クラブ 8.4%の会員増にご協力を!! 

・女性会員 0 クラブを 0に!! 

増強目標 30 名～50 名未満のクラブ:純増 3～4 名 

【ロータリー奉仕デーへの参加】 

・2 つ以上の RC・RAC・IAC によって計画して下さ

い。 

・ロータリーの重点分野(1 つ又は複数)に一致して

いる事。 
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【本  日】 会員  40 名   出席  25 名     欠     席    5 名    出席規定免除会員（10）   出席  5 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】 会員  40 名   出席  25 名    メークアップ   --名    出席規定免除会員（10）   出席  5 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 



①世界平和 

②疾病の予防と治療 

③水と衛生 

④母子の健康 

⑤基本的教育の充実 

⑥地域経済の発展 

⑦環境の保全 

・イベントへの関心を高めるため、少なくとも 1つの

メディアでの周知を行う 

(フェイスブック・ツイッター・地元紙 等) 

・参加者の少なくとも 25%は現ロータリアン以外の地

域の人々に参加してもらう 

以下 My Rotary 参照 

 

【寄付目標】前期と同様 

・ロータリー財団  1 人あたり 150 ドル/年間 

・ポリオプラス基金  1 人あたり 30 ドル/年間 

(アフリカで根絶した。残りはアフガニスタンとパ

キスタンです。) 

・米山記念奨学会   1 人あたり 16,000 円/年間 

合計約 36,000 円/年間 

⇒1 ヶ月あたり 3,000 円/年間 

(安い居酒屋さん 1 軒で 1 回飲食した位) 

※支援「ゼロ」クラブ『ゼロ」の継続を !! 

 

【戦略計画委員会の全クラブ設置を】※クラブ運営日

様を決めて下さい。 

2020/03/17 56 クラブ中 9 クラブ発足 

2021/02/01 56 クラブ中 40 クラブ発足  

来期中に 100%を目指しましょう!! 

※戦略計画立案プロセスは My Rotary で検索!! 

 

【RLI 推進委員会の設置】 

・地区に新設しました。 

(各クラブにも新設してみよう) 

・次世代のリーダーを質の高いリーダーシップ教育を

通じて育成し、ロータリークラブ 

 を強化するためのリーダーシップ開発のプログラ

ムを研究し、様々なセミナーを開催します。 

⇒クラブより地区委員会のセミナーへ積極的に参

加させましょう。 

 

【ローターアクトクラブ】 

・ローターアクトクラブが国際ロータリーの加盟クラ

ブの一員となりました。 

・若い世代の意見を積極的に取り入れ、対等な立場で

接しましょう。 

・若い世代が何を考えているのか、望んでいるのか一

緒に考えましょう。 

◎5 学友会の充実も図りましょう ◎将来のロータ

リアンとしての期待を込めて!! 

・当地区は 10 地区の内 5地区が休止中であり、地区

全体で見直しをしましょう。 

 

【ロータリー賞】 

・ロータリーの日を設定して下さい。 

(My Rotary からクラブセントラルへ入力して設定し

て下さい。) 

 

【その他】 

・My Rotary の登録率の向上に努めましょう。種々の

ロータリーに関する情報源です。 

・ロータリーの多様性を重んじよう。 

(動族・人種・肌の色・能力・宗教・社会的地位・

文化・性別・性的指向・性自認) 

・オンラインによる例会やセミナー・勉強会を積極的

に行いましょう。 

・衛星クラブ設立をチャレンジしましょう。 

・Rotary の行動規範を遵守し、高速性をもったロー

タリアンでありましょう。 

・Rotary を楽しんでクラブや地区の活性化を目指し

友情と広い人脈を構築しましょう。 

・昨年に引き続き、ポリオブラス基金へ、ワンコイン

ボックスを各クラブ例会場入口に 

設置しましょう。 

 

各部会発表者 

次年度クラブ管理運営委員長 宮原 明夫  

次年度公共イメージ・雑誌文献委員長 蒲池 芳明  

次年度 RLI 推進委員長 野口 好太郎  

次年度会員増強委員長 井上 隆三  

次年度職業奉仕委員長 小川 寛  

次年度国際奉仕委員長 茶村 亜子  

次年度ロータリー財団・米山記念奨学委員長 藤井 

良介  

次年度社会奉仕委員長 小西 研一  

次年度青少年委員長  三谷 秀和  

 

《RLI 推進委員会》 

 野口 好太郎 RLI 推進委員長 

 
先日、YouTube にて配信されました地区研修・協議会

を視聴いたしました。今年、新設いたします RLI 推進

委員会の次年度研修報告をいたします。 

 

進行：次年度 RLI 推進委員会委員長 吉岡 義治（佐

賀南 RC）よりご説明がありました。 

大きく分けて 4 項目になります。 

 

① RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）に対

する 2740 地区の取り組み状況について 

 



2019 年度：2700 地区（福岡）RLIDL 研修に当地

区より 10 名参加し地区セミナーに 

初めてファシリテーションを導入 

2020 年度：RLI 準備委員会設置ディスカッション 

リーダー（DL）を 30 名増員のための RLIDL 研修

を初めて開催 

2021 年度：RLI 推進委員会を新設し RLI 研修を本 

格的にスタートいたします。 

 

② 標準ロータリークラブ定款第 5 条について 

  クラブの目的に 2016 年規定審査委員会で下記が

追加されました。 

本クラブの目的、「ロータリーの目的」の達成を

目指し五大奉仕部門に元基づいて成果あふれる

奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロ

ータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援

し、クラブレベルを超えたリーダーの育成するこ

とである。これら 5 つの項目が追加されました。 

 

③ RLI とは、 

ロータリーロータリーアンの知識を啓発し、モチ

ベーションを高め、リーダーシップを育成するた

めの草の根多地区合同プロジェクト！ 

全国34地区ありますが今現在30地区がエントリ 

ーしております。2740 地区は少し遅れておりま

すが、これから塚崎ガバナー年次の今年からスタ

ートいたします。  

みんなで草の根の多地区合同プロジェクトとい

うことでロータリーを盛り上げます。 

 

④ RLIDL 研修について説明 

第 RLI カリキュラムの内容（パートⅠ6 項目・

パートⅡ6 項目・パートⅢ6 項目・卒後コース） 

第1章 効果的なファリテーション・ガイド 

第2章 RLI の準備と進め方 

第3章 RLI 世界本部 

第4章 RLI 日本支部 

       RLI日本支部役員名簿2018-2021年度 

       日本支部事務局機能職務分担

2018-2021 年度 

第5章 RLI 日本支部の会則 

 

最後に、みんなのやる気を出せれば 元気・活力・情

熱・感動 これらをみんなで共有することがとても大

事です。会長の心意気を、これをすることで会員は必

ず答えてくれるはずですし、そうでないとクラブの意

識は高まりません。自然に会員増強の（強）部分が熱

心なロータリアンになるかどうかはこの教育次第だ

と考えております。 

 

今年で 3 年目です。いよいよ正式なスタートです実り

あるものにしたいと考えております。 

みんなで決定の過程を共有しよう！というのがファ

シリテーションの目的です。 

一人一人がクラブ運営に携わっているという認識の

もと取り組んでいく手法です。 

うまく使えれば元々この地区は熱心な地区でありま

すから会員を無理やり増やすのではなく自分から入

りたいという方々から沢山入っていだけると私は考

えておりますので、引き続き会員の皆様のご協力をお

願いします。 

 

 

《会長挨拶》  

   近藤竜一 会長 

 

皆様こんにちは。コロナ感染の状況がよろしくない中、

今日は第 2回のオンライン例会になります。 

オンラインでの例会は、感染防止の観点から行うもの

ですが、あくまでも緊急的なものとはいえ、大人数が

集うことのできない中、この先も必要とされるものと

思います。この傾向は長期にわたることになるかもし

れません。休会を回避し、例会を続ける手段として、

ぜひ会員の皆様には慣れて頂きたいと思います。また、

オンラインにはオンラインならではの空気感もあり

ます。これを楽しみながらご参加頂ければ幸いです。 

5 月 9 日は佐世保水泳協会主催（村瀬会員会長）の県

北地区記録会が実施されました。北クラブは毎年ご支

援しておりますが、今回は、松永委員長、松尾幹事、

近藤で参加し、ご挨拶させて頂き、支援金をお渡しい

たしました。多くの子供達が参加し、日頃の練習の成

果を競っていました。感染防止対策も最上の工夫がな

されておりました。北クラブとして、地域社会への貢

献。青少年の健全育成の一助となりました。 

4 月 10 日は米山記念奨学生ドーチューミントウさん

へ第 1 回目の奨学金をお渡しいたしました。少々緊張

しておられましたが、日本語は堪能で、真面目で好印

象の学生さんです。早く会員の皆様へ紹介を行いたい

ものです。 

 

 



《幹事報告》 
           松尾重巳 幹事 

1.例会変更   

佐世保 RC  5 月 19 日（水）26 日（水）休会 

（クラブ定款第 7 条第節（ｄ）（3）により）  

佐世保南 RC 5 月 21 日（金）、28 日（金）休会 

（クラブ定款第 7 条第節（ｄ）（3）により）  

  佐世保東 RC 5 月 20 日（木）、27 日（木）休会 

（定款第 7条第節（ｄ）（3）により） 

  佐世保西 RC 5 月 18 日（火）、25 日（火）休会 

（定款第 7条第節（ｄ）（3）により） 

  ハウステンボス佐世保 RC 5 月 18 日（火）休会 

（定款第 7条第節（ｄ）（3）により） 

   

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.254 

 

  ・ロータリーの友事務所 

    ロータリーの友 5 月号 

 

  ・ガバナー事務所 

    ガバナー月信 5 月号 

 

  ・地区大会事務局 

   ① 2020～2021 年度地区大会開催内容変更の 

お知らせ 

     本会議（第 1 部・第 2 部）と記念講演は無 

観客による開催とします。なお開催の状況

は映像（ＹｏｕＴｕｂｅ）にて放映します

ので視聴しての参加をお願い致します。 

◆開催日時 ： 2021 年 5 月 22 日（土） 

12：30～17：00  無観客 

◆開催場所 ： 武雄市文化会館 大ホール 

◆視聴方法 ： YouTube による配信 ※ 

下記YouTubeのURLにおいて視聴が可能です。 

https://youtu.be/FjF3m5wHVK8 

 
   ② 2020～2021 年度 地区大会決議（案） 

   ③ 信任状委員会報告（緒方信任状委員長宛） 

   

・ガバナーエレクト事務所 

   ①「2020～21 年度ロータリー平和センター 

セミナー」並びに「ICU 平和フェロー第 18

期卒業の年次セミナー」開催のご案内（緒

方 GND 宛） 

② Ｄ2740 次年度メーリングリストの更新の

お願い（緒方ＧＮＤ宛） 

   ③ 2021～22 年度 米山記念奨学委員長セミ 

ナー開催のご案内 

（次年度緒方ガバナーノミニー、渡会会

長・藤井委員長・米山奨学生ドーチュー

ンミントゥーさん） 

     日時：6 月 19 日（土）13：30 受付 

14：00 開会 16：30 閉会予定 

     会場：諫早文化会館 中ホール 

（諫早市宇都町 9-2 TEL0957-25-1500）   

 

  3.伝達事項 

   ①次回例会開催は 5/24 日（月）12：30～ 

オンライン例会となります。 

 

 
  

《今月の結婚祝い》 

 S.57.5.9  緒方信行・ひとみ夫妻 

 S.45.5.24  古賀新二・浩子夫妻 

 S.57.5.3   中島閏二・敏子夫妻 

S.60.5.5   宮原明夫・由紀子夫妻 

H.21.5.5   小西研一・ひろ美夫妻 

H.23.5.5    早田貴志・愛子夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

 S.50.5.3 公門 新治 君 

 
 

≪委員会報告≫ 

ありません 

 

≪ニコニコボックス≫ 

親睦活動委員会 

代読 茶村亜子 S.A.A.  

 

近藤竜一会長 峯 徳秀副会長 松尾重巳幹事 

本日は 3 月 22 日以来の第 2 回オンライン例会です。 

前回に引き続き、たくさんの方々に参加頂いていると

思います。ありがとうございます。今回は、更に勢力

を増しているコロナ対策としてオンライン例会を送

信する会場も最少人数としました。何かと至らぬ点が

あるかと思いますがよろしくお願いします。 

オンライン例会開催の準備をご担当戴きました皆様、

ありがとうございます。特に素敵な会場をご提供いた

だいた茶村会員はＳ.Ａ.Ａ.としての司会共々ありが

とうございます。先週の 5 月 9 日に開催されました第

26 回県北地区水泳記録会の贈呈式に参加頂きました

緒方ガバナー補佐、松永奉仕プロジェクト社会奉仕委

員長ありがとうございます。本日は第 3 回クラブ協議

会 地区協議会報告です。公門次年度幹事、また次年

度委員長、委員の皆さまよろしくお願いします。 



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） 

《オンライン例会の様子》 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

《県北地区室内水泳選手権大会支援金贈呈》 

2021 年 5 月 9 日 

 
《米山記念奨学生 ドー チューン ミン トゥ さん 

奨学金贈呈》 

（長崎県立大学経済学部 出身国・ベトナム） 

2021 年 5 月 10 日 

 

本日の合計 5,000 円  累計 639,000 円 


