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Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 ゲスト卓話（高校生平和大使派遣委員会 責任者 平野伸人氏） 

次回例会  委員会卓話 地区戦略計画委員会 駒井英基委員長 

《ゲスト卓話》 

「佐世保の魅力満載のエクスカーションのご提案」 

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 

総務企画部長・宮地秀郎様 
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【今  回】会員数  42 名  出席  17 名    欠      席 17 名   出席規定免除会員（8）出席 4 名 ビジター 0 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  42 名  出席  24 名    メークアップ 0 名   出席規定免除会員（8）出席 5 名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



 

 

 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 

本日もオンラインでの例会となりますが、例会を開

催し皆さんのお顔を見ることができ大変嬉しく思い

ます。どうぞよろしくお願い致します。 
まずは、本日お忙しい中卓話を受けてくださいまし

た、公益財団法人佐世保観光コンベンション協会総務

企画部長・宮地秀郎様のご来訪を心より歓迎いたしま

す。本日はご自身の事業所よりオンラインでご参加い

ただいております。佐世保の観光の最前線でご活躍さ

れている宮地様のお話を楽しみに拝聴させていただ

きます。オンラインのためご準備も難しいところがあ

ったかとは思いますが、どうぞよろしくお願い致しま

す。 
さて、本日は恒例の法律のお話をさせていただきま

す。 
皆さんは取引の際に契約書を作成することはどの

くらいあるでしょうか。 
事業所の取引においては日常的に契約が交わされ

ていますが、実際に契約書が作成されない場合も多く

あります。 
契約書を作らない理由を聞くと、「お互いの信用で

成り立っている」「契約書がなくてもトラブルになっ

たことはない」「契約書を交わす手間暇をかけること

は、相手会社に負担になってしまう」などをよくお聞

きします。 
確かに、法律上、契約は当事者同士の口頭での約束

で成立しますので、契約書を作成しないことは法律違



反にはあたりません。（法令上作成義務がある場合を

除きます。） 
しかし、相談に来られる方からお話をきくと、取引

のトラブルの多くが契約書を交わしていない場合に

起きています。たとえば、いざ問題が起きたとき、契

約の内容はこうだったと言っても、すでに対立が起き

ている状況では相手方は納得しません。そして、契約

書がないと取引の内容を明らかにする証拠が不足し、

取引先との間では言った言わないの水掛け論になる

ことが多いのです。もしものときに備えるのが、契約

書の役割の一つです。 
また、契約書を作成して取引の内容を明確にしてお

けば、お互いどのような約束で契約したのか見返して

確認できますので、紛争防止にも大変役立ちます。取

引相手の負担を考えて契約書を作成しないというこ

とが、かえって取引上不誠実といえる場合があります。

契約書の作成は、取引相手との関係を円滑にするため

のものでもあるのです。 
事業所の発展のため、ロータリーの「四つのテスト」

の精神を持ちつつも、しっかりと契約書を作成するこ

とをお勧めします。 
 

《幹事報告》 
公門新治 幹事 

 
1.例会変更  

・平戸 RC     

2 月 17 日（木）、24 日   

臨時休会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

 

・佐世保西 RC   

2 月 15 日、22 日、3 月 1日（火） 

休会（定款第 7 条第 1節（d）（3）） 

 

・佐世保中央 RC  

2 月 17 日（木）24 日（木） 

休会（定款第 7 条第 1節（d）（3）） 

 

・佐世保東南 RC  

2 月 16 日（水）3 月 2 日（水） 

休会（定款第 7 条第 1節（d）（3）） 

・ハウステンボス佐世保 RC  

2 月 15 日（火）、22 日（火）  

休会（定款第 7 条第 1節（d）（3））  

 

2.来 信  

 ・公財）ロータリー米山記念奨学会 

  奨学生ドーチューンミントゥさんのレポート受

付完了のお知らせ 

 ・ロータリーの友事務所 

  ①「ロータリーの友」購読料改定のお知らせ  

200 円（税別）→ 20022 年 7 月より 250 円

（税別） 

②ロータリーの友 2 月号 

       

 ・ガバナー事務所 

  ①2021 学年度 米山記念奨学生修了式開催のご 

案内（緒方ＧＮ、船津カウンセラー、奨学生宛） 

     日時：3 月 5日（土）15：00～19：00 

     場所：Ｌ&Ｌホテルセンリュウ （諫早市

永昌東町 13-29 ＴＥＬ

0957-22-8888） 

  ②2021～2022 年度 ロータリーリーダーシップ 

研究会（RLI）研修会受講のご案内 （web に 

よる研修会） 

   受講対象者：ＲＬＩ部門の方、 ＲＬＩの関心 

を持たれる方、入会 3年未満の方々 

   日時：パートⅠ 3 月 20 日（日）  

10 時 00 分開始  17 時 00 分終了 

      パートⅡ 4 月 17 日（日）  

10 時 00 分開始  17 時 00 分終了 

      パートⅢ 5 月 15 日（日）  

10 時 00 分開始  17 時 00 分終了 

      ※詳細なスケジュールは後日ご案内致

します。 

   パートⅠ～Ⅲ 全過程を受講の方には終了証

書を発行しお渡し致します。 

   各クラブお一人は受講をお願いしたく存じま

す。 

  ③ロータリー希望の風奨学金「風の便り」通刊 

88 号、89 号 

 

 ・ガバナーエレクト事務所 

  2022～23 年度「会長エレクト・次期幹事研修セ

ミナー」開催変更について（ご連絡） 

 

  「次期幹事研修セミナー」および「懇親会」開催

中止 

「会長エレクト研修セミナー」のみオンラインＺ 

ＯＯＭでの開催 

 

 



IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 内海一洋） 

本日の合計  6,000 円    累計 800,000 円 

 ・2022～2023 年度 第 1 回佐世保市内 8ＲＣ会長・ 

幹事会のご案内 

  日時：3月 16 日（水）  

会議 18：30～   

懇親会 19：00～（会議終了次第） 

  場所：佐世保ワシントンホテル  

  

3.伝達事項 

 ①2/17(木)18：30 よりグランドファーストイン佐

世保にて第 8 回理事会（お弁当持ち帰り）を開

催致します。 

 ②ロータリー手帳の注文は 2/24 までに事務局まで

お願い致します。 

 ③次回例会は2/21（月）ゲスト卓話 高校生平和大

使派遣委員会 責任者 平野 伸人 様です。 

 

 

《委員会報告》 

「ロータリーの友２月号ご案内」 

公共イメージ・雑誌文献委員会 蒲池芳明 委員長 

 

 

２月は平和構築と紛争予防月間です。2 月 23 日はロ

ータリー創立記念日です。 

横組み 

P5 シェカール・メータ 

2 月 23 日はロータリーの記念日です。ロータリー奉

仕デーイベントを実施し、重点分野におけるロータリ

ーの活動を発表しましょう。何をするにつけても、み

んなの人生を豊かにするための奉仕を行うには、これ

まで以上に成長し、これまで以上の成果をあげていく

必要があることを忘れてはなりません。 

P７〜13 特集平和構築と紛争月間 

ロータリーで青少年交換を行う際、それをどのような

事業と捉えていますか。 

国際ロータリー（R I）のウェブサイトで青少年交換

について検索すると、「異文化を理解し、国境を超え

た友情と信頼を築く機会をもたらすことで、世界の平

和を少しずつ実現できると私たちは信じています」ロ

ータリーが青少年交換事業を推進する最も大切な理

由は、それが未来の世界平和への贈り物になる可能性

を秘めているからです。青少年交換プログラムを経験

した若者達に、彼ら彼女らの考える“平和”について

語っています。それぞれの思いが伝わってきます。是

非ご一読下さい。 

P14〜17 ロータリー研究会リポート記事 

１、多様性ある会員基盤 

地域住民の参加など開かれたロータリー活動を提案 

２、未来を創る奉仕活動 

ロータリー奉仕デー事業の経験と意義、さらに「世代

内→世代間の公平さ」という奉仕の新たな視点の提言 

３、ロータリーの未来像 

縦組み 

国際ロータリー第 2600 地区諏訪グループ I M 特別講

演要旨 

武井武雄の世界 

子ども向けの絵本や雑誌を舞台に絵を描いていた、長

野県岡山出身の画家・武井武雄（1894〜1983）の絵を

中心に展示を行っています。イルフ童画館館長山岸吉

郎の記事です。 

地域の活性化に必要なこと 

今という時代、世界を対象に考えてみると、この街の

ブランドは「武井武雄」では無いでしょうか。私は武

井を中心に捉え、そこから日本中に発信する戦略を考

えた企画書を書いたのです。マーケティングの最も基

本的な考え方は四つの P、Product(商品・サービ

ス)Price(価格)、Place(立地・流通・販路)、

Promotion(販促・広告)と言われ、実践していく。企

業を取り巻く環境や、戦略を決めていくときの分析に

活用し、美術館のような非営利組織も地域ブランドに

よる地域活性化した事が記載されています。企業経営

について学ぶ事があるので是非一読して下さい。 

 

 

《ニコニコボックス》 

公門新治 幹事 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

 
2 月 13 日までとされていました「まん延防止等重点

措置」の期間が３月６日まで延長されました。例会や

各委員会の事業も思うように進められないですが、こ

こは辛抱の時、力を蓄えて来るべき時を待ちましょう。 

さて、本日の卓話はゲスト卓話、佐世保観光コンベン

ション協会 総務企画部長 宮地秀郎（みやちひでお）

様です。ZOOM でご不便をおかけしますが、本日はど

うぞ宜しくお願いします。 


