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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

 

 

2 月は新型コロナ感染拡大防止のため例会休会 

 

《新年会長挨拶》 

                近藤竜一 会長 

 

会員の皆様、明けましておめでとうございます。 

本来であれば、今日は、新年会長挨拶ではありました

が、新年早々、コロナ感染拡大により、例会が休会と

なっておりますので、クラブの近況を主題にご挨拶申

し上げます。 

先ずは、直近で実施された事、決定事項をご説明い

たします。 

1月 9日 賀寿祈願  

還暦 … 峯 徳秀君 

村上英毅君 

永石浩一郎君  

喜寿 … 古賀新二君 

この日は雪でありました。雪化粧の春日神社にて、峯

君、永石君、古賀君、平石君、松尾幹事、近藤の 6

名で厳かに祈願を行いました。賀寿祝いは、ロータリ

ークラブで最も大切な行事の一つであります。コロナ

禍の中、例年とは違い少人数での祈願となりましたが、

挙行自体は行う事ができ、ほっとしております。改め

て、祈願を受けられた皆様、おめでとうございます。 

 IM については、ご案内しました通り、残念ながら

延期になりました。緒方ガバナー補佐始め、実行委員

会の皆様が、仕切り直しで再計画を行われます。 

 2月の「オリンピック選手を招いての水泳指導」補

助事業については、諸条件が整わずに、延期の見込み

となっております。 

 例会については、2月 8日まで休会とさせて頂きま

した。その後の例会開催の有無を含めて、プログラム

の大幅な変更が必要となります。プログラム委員長一

任という形で調整を行って頂いております。卓話やフ

ォーラムの予定がある会員の皆様のご協力をお願い

いたします。 

 また、例会の開催や中止については、2週間毎にそ

の有無を判断していきます。 

 2月 18日、25日は、感染状況等を踏まえたうえで、

県や市のご指導も踏まえながら、慎重に検討をいたし

まして、1月 29日までにはお知らせいたします。 

理事会については、1月は会食を伴わない形式で 21

日に実施いたします。 

報道でも連日取り上げられており、国や県のご指導も

あります通り「会食を介しての感染が最も危険」とさ

れておりますので、北クラブにおきましても、危機感

を持って臨みたいと考えております。   

また、開催場所は、三ヵ町の中央公民館になります。

今後、様々な状況下でも、例会・理事会・委員会等、

クラブ会員が集える場所として、補完的に利用が出来

ればと思い登録を行い準備しております。 

事務局は通常通り、業務を行っております。事務局

を訪問される方は、アルコール消毒等感染防止対策に

ご協力ください。 
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上記が直近の動向になります。延期になりました、

賀寿祝いのパーティーについては、感染状況が落ち着

いた時点で、改めて会員の皆様で賑々しく行いたいと

考えております。 

早く状況が落ち着きを見せ、延期になった行事を挽

回することができることを願っております。 

最後に、会員皆様のご健康と、ご多幸を心より祈念

申し上げます。今年 1年宜しくお願いいたします。 

会員の皆様、松尾幹事、理事・役員の皆様、事務局

のご協力に感謝申し上げます。 

 
 

 

《幹事報告》 

           松尾重巳 幹事 

 

1.例会変更  

有田ＲＣ     1月 26日(火)～2月 2日(火)、 

9日(火)、16日(火)休会 

（定款第 7条第 1節により） 

松浦ＲＣ     2月 3日(水)、10日(水)休会 

     （定款第 7条第 1節により） 

 佐世保ＲＣ   1月 13日(水)～2月 24日(水)休会

（定款第7条第1節(d)の(3)により） 

 佐世保南ＲＣ 1月 22日(金)～26日(金)休会 

（定款第7条第1節(d)の(3)により） 

 佐世保東ＲＣ 1月 28日(木)2月 4日(木)休会 

（定款第7条第1節(d)の(3)により）

2月 11日(木)休会 

（定款第7条第1節(d)の(1)により） 

 佐世保西ＲＣ 1月 26日(火) 

2月 2日（火）、9日(火)休会 

   (定款第7条第1節(d)の(3)により） 

        2月 23日(火)休会 

（定款第7条第1節(d)の（1）により） 

 佐世保中央ＲＣ 1月 28日(木)2月 4日(木)休会

(定款第7条第 1節(d)の(3)により） 

        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 27日（水）、 

2月 3日（水）、17日（水）休会 

（定款第7条第1節(d)の(3)により） 

     2月 10日（水）休会 

（定款第7条第1節(d)の(1)により） 

    

2.来信  

   ・国際ロータリー 

ザ・ロータリアン 1 月号 

  

・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.250 

  ② 当面の事務局勤務体制および申告

及び領収証についてのご連絡    

・在宅勤務１月末までの予定 

（状況により延長あり） 

・申告用領収証は 1/26発送予定 

 

   ・国際ロータリー日本事務局 

      ① 職業奉仕月間 リソースのご案内 

      ② 1 月ロータリーレート 1$＝104 円 

 

   ・ガバナー事務所 

      ① 地区大会について（別紙添付） 

      ② ロータリー財団・補助金セミナー開

催中止について（ご連絡） 

       

・ガバナーエレクト事務所 

       ① 2020～2021年度 地区ビジョン

（戦略計画）に関するアンケート調査 

ご協力のお願い                        

      ② 2021～2022年度 地区委員就任の

お願い  

社会奉仕委員  峯 徳秀君、 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員 

  小川 寛君 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員 公門新治君 

    

・佐世保中央ＲＣ 

     第 6回市内 8ＲＣ会長・幹事会中止のご案内 

 

3.伝達事項  

      ① 後期の会費入金は１月 29日（金）

までにお願い致します。 

      ② 当クラブは現在 2/8（月）まで休会

となっております。以降は状況に応

じてお知らせいたしますので 

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。 

 



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） 

《１月の誕生祝い》 

S.22.1.6 富田耕司君  S.20.1.2 古賀新二君 

S.31.1.2 小川 寛君  S.33.1.5 西沢 寛君 

S.34.1.2 中村祐二君  S.44.1.6 窪田明子君 

 

《１月の結婚記念日》 

1月 15日 峯 徳秀君・美津子夫人 

 

 

 

『レー君へ 1 月分の奨学金進呈』 

 

 

『世界の子どもたちに笑顔を』国際奉仕委員会

文房具支援のお礼状が届きました。 

 

 

 

 


