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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

本日の例会 クラブ運営方針（渡会裕二 会長）          次回例会 会員卓話（村瀬高広 会員） 

《1 年を回顧して》 

 近藤竜一 会長 

 

今年度のクラブ運営方針の中で、クラブテーマとして

「ロータリーへ感謝」ということで、5 つの感謝を現

況報告書に挙げさせて頂きました。感謝の念を持ちな

がら、ロータリーライフを楽しく進めて頂きたいとの

思いでありましたが、今年度はスタートからコロナ禍

で如何ともしがたい状況が続きました。会員の皆様に

おかれましては、仕事の事、会社の事、そしてご家族

の事。いろいろな心配と対応に追われながら過ごされ

た 1 年であったと推察いたします。しかしながら、コ

ロナ禍で行動の制限を受ける中でも、何とか 1年を終

える事ができるのは、会員皆様のご協力があっての事

と心より感謝申し上げます。 

今年度の事業や出来事の一部に触れてみたいと思

います。先ずは、5 月 27 日、チャーターメンバーで

ある豊島揆一会員がご逝去されました。クラブにとっ

て、かけがえのない方をなくしました。告別式におい

て弔辞を述べさせて頂きましたが、涙の出る思いであ

りました。改めて豊島揆一会員のご冥福をお祈り申し

上げます。 

次に例会について。本来 37 回を予定しておりまし

たが、社会情勢に合わせながら 24 回の開会となりま

した。また、オンライン例会をいち早く取り入れ 6

回を実施しております。会員の皆様にはご不自由をお

かけましたが、少ない例会数であったが故に会員が集

う例会の意義と大切さを大きく実感しました。 ひと

つの目標として掲げていたチャーターメンバーの卓

話は創立記念卓話を含め計 4 回の実施ができました。

クラブ創立当初から現在までの足跡を辿ることがで

きたと思います。 

インターシティーミーティング(IM)は、急きょオン

ラインでの IM に切り替わりました。第 6 グループ初

のオンライン IM として、全会員のご協力のもと大成

功に終わりました。 

佐世保市幼稚園協会への殺菌器の寄贈。佐世保水泳

協会への寄付金贈呈を地域社会への貢献として実施

いたしました。 

後に、ワクチン接種が進み、いわゆるコロナ不安

から脱却できる様な光明が見えてきております。コロ

ナの話は、今年度で終われるように大きな希望を持ち

たいと思います。３年後は緒方ガバナーが誕生します。

創立 40 周年の節目の年であります。次年度、第 38

代渡会会長におかれましては、新たに力強い 1歩を踏

み出して頂き、3 年後の成功に繋げて頂きたいと思い

ます。年度を終えるにあたり、会員の皆様のご協力に

心より感謝申し上げます。佐世保北ロータリークラブ

の今後益々の発展を祈念申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
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【本  日】 会員  39 名   出席  23 名     欠     席    7 名    出席規定免除会員（9）   出席  6 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】 会員  39 名   出席  25 名    メークアップ   --名    出席規定免除会員（9）   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 



《緒方ガバナー補佐訪問へのお礼の言葉》   

先週は、 後のガバナー補佐としての訪問でありまし

たが、オンライン例会でありましたので、今日改めて

正式にお迎えする事ができ会員一同歓迎いたします。

先週は、ご自身の事業であるスイミング事業と職業奉

仕を関連付けた卓話を話頂きました。3 年後のガバナ

ーを拝命される上で、当クラブ会員が改めて聞いてい

て良かった内容でありました。1 年間、2740 地区第 6

グループのガバナー補佐として見事に 6 クラブをま

とめて頂き、ご指導いただきありがとうございました。

緒方ガバナー補佐の益々のご発展と活躍を心より祈

念申し上げます。 

 

《幹事報告》 
           松尾重巳 幹事 

1.例会変更  

佐世保西 RC  

6 月 22 日（火）25 日（金） 休会 

  （定款第 7 条第 1節（ｄ）の（3）により） 

6 月 29 日（火）18：30～→12：30～ 

（お昼の例会） 

 ハウステンボス佐世保 RC 

   6 月 22 日（火）休会 

 （定款第 7 条第 1 節（ｄ）の（3）により） 

 

2.来信 

・公財）ロータリー米山記念奨学委員会 

  ① ハイライトよねやま Vol.255  

  ② 岡井正明 氏 米山功労者 

第 10 回 メジャードナー  

感謝状・ピンバッジ 

   

・ガバナー事務所 

  RLI 修了書およびバッジ 

（ファシリテーター 野口好太郎会員） 

 

・ガバナーエレクト事務所 

① 2022 年ヒューストン国際大会のご案内資料 

② 2021～2022 年度 インターアクト年次大会

中止のお知らせ   

・佐世保中央ＲＣ   

  佐世保中央ロータリークラブ創立 30 周年お礼状 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

第 8 回市内 8RC 会長・幹事会について 

 （緒方ガバナー補佐・会長・幹事宛） 

   

3.伝達事項 

  ① 6/24（木）18：30 よりグランドファースト

イン佐世保にて第 6 回次年度理事会を開催

いたします。 

ご案内の通りコロナ感染拡大防止のためお

弁当持ち帰りとさせていただきますのでよ    

ろしくお願い致します。 

② 6/28（月）12：30～13：30 

  新旧会長・幹事交代式を開催いたします。コ

ロナ感染拡大防止のためお弁当持ち帰りと

させていただきますのでよろしくお願いい

たします。なお、当日はネクタイ、スーツ

及びバッジの着用でご出席をお願い致しま

す。 

  ③ 6/27（日）～6/28（月）両日ともに 13：30

～17：00 開催の国際ロータリー「クラブ活

性化セミナー2021」が開催されます。緒方ガ

バナーノミニーデグジネートがＺＯＯＭ出

席されます。 

  ④ 6/28（月）は特別休会となっております。 

次回例会は 7/5（月）クラブ運営方針 

渡会祐二新会長です。 

 

 

 
 

《委員会報告》 

船津 学 次年度親睦委員長 

本日、例会終了後に、次年度親睦活動委員会、次年度

SAA の合同委員会を行います。 

会場は本会場。内容は「会長幹事交代式について」で

す。両委員の皆さまはご参加お願い致します。 

 



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） 

村瀨高広 IM 実行委員長 

4 月 18 日日曜日に開催されたインターシティミーテ

ィングの報告書が完成しました。素晴らしいものがで

きました。会員の皆様にお配りしますので是非読んで

下さい。制作編集をしていただきました小西会員本当

にありがとうございました。 

 

藤井良介  R・財団 米山記念奨学委員長 

米山記念奨学委員長セミナーに参加してまいりまし

た。 

地区の状況等の報告があり、私達のクラブが、2740

地区で一人あたりの寄付額が 2 位との報告が、ありま

した！ 

今期の米山奨学生の紹介があり、私達のクラブもベト

ナムからの奨学生ドー チューン ミン トゥさん

を引き受け、セミナーにも参加されていました。 

 

 

 
《ニコニコボックス》 

 公門 新治 親睦活動委員長 

 

国際ロータリー第 2740 地区第 6 グループ 

緒方信行 ガバナー補佐 

今年一年間ガバナー補佐として十分な活動が出来ま

せんでしたが、会員の皆様には、IM 開催を含めて、

大変お世話になり、誠にありがとうございました。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。 

 

近藤竜一 会長 峯 徳秀 副会長 松尾重巳 幹事 

先週の緒方ガバナー補佐訪問はオンライン例会でし

た。本日は久しぶりの通常例会ですので、正式な形で

緒方ガバナー補佐を歓迎いたします。ようこそいらっ

しゃいました。先週の続きのお話を戴きます。また、

本日の卓話は「1 年を回顧して」と題して会長 近藤

よりお話をさせて戴きます。この 1年コロナに振り回

された感が強いですが出来る限りの事をやって来た

つもりです。 会員の皆様にはこの 1 年、不自由な思

いをさせてしまいまし 

たが、何事においてもたくさんのご協力を戴いた事に

感謝いたします。本年度は年度初めに「クラブ協議会」

と題した特別例会、正式な例会、オンライン例会を合

わせて、1 回目の 第 1620 回例会となります。来年度

の渡会新会長に繋げたいと思います。この 1 年間、本

当にありがとうございました 

 

平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 三谷秀和君 

松田信哉君 二ノ宮健君 松永祐司君 船津 学君 

西沢 寛君 小西研一君 茶村亜子君 

松田亜由美君 

本日は緒方ガバナー補佐のご来訪心より歓迎いたし

ます。近藤年度 終例会です。コロナにかき回された

一年間でしたが、こうして 終例会に皆さんと顔を会

わせる事が出来て嬉しいですね。本日は近藤会長の卓

話です。「一年を回顧して」ということで、一年間の

想いを宜しくお願いします。会員一同拝聴させていた

だきます。近藤会長はじめ、松尾幹事、理事役員の皆

さん、事務局窪田さん一年間お疲れ様でした。 

 

親睦活動委員会  

公門新治君 緒方信行君 村瀨高広君 村上英毅君 

戸畑教幸君 早田貴志君 内海一洋君 中村祐二君

野口好太郎君 

近藤年度親睦活動委員会です。今年度はコロナにはじ

まり、コロナに終わった一年間でしたが、皆様のご協

力により、観月例会。クリスマス会が開催出来たこと

はいい思い出になりました。 終例会もニコニコ元気

よく行きます！近藤会長、峯副会長、松尾幹事、窪田

さん、一年間お疲れ様でした。 

 

 

 

本日の合計 34,000 円  累計 693,000 円 


