
                                       第 1650 回例会 No.30 

例会日：2022.03.14 

                                        

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 新入会員卓話 「私の職業」          次回例会 委員会卓話（Ｒ財団・米山記念奨学委員会） 

《委員会卓話》 

小西研一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長 

ロータリー財団 

 地区補助金プロジェクトについて 

 

地区補助金とはなにか？ 

1.定義 

 地区補助金は、財団の使命（ロータリアンが、健康 

状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す

ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき

るようにすること）と一致する奨学金、プロジェク

ト、旅行に充てるために地区に一括で支給されるも

の（『地区補助金とグローバル補助金 授与と受諾の

条件』） 

2.地区補助金の基準 

 地区補助金は、地区の奉仕活動や人道的活動を支援 

する。 

 A.受領する地域社会の意向を尊重すること 

 B．補助金受領地区の国以外で活動を実施する場合、

その伝統と文化を尊重すること 

 C.標準の人道的補助金の方針および指針に従うこ

と 

地区補助金プロジェクトへの参加 

地区のロータリアンは、地区補助金事業に積極的に参

加しなければならない。そのために。。。 

1.地域社会のニーズをとらえ、プロジェクトを企画

する 

2.少なくとも 3 名のロータリアンからなる委員会

を設置する 

3.補助金を監視する 

4.プロジェクトの実施に参加する 

5.地元報道機関でプロジェクトを広報する 

         ※重要と思われる項目のみ抜粋 

地区補助金の支払 

地区補助金が支払われるための条件 

1.ロータリー財団が、地区補助金申請書および同意

書を受領すること 

2.補助金受取人に関する情報をロータリー財団が

受領すること 

3.ロータリー財団に US$25,000 を超える補助金支

出計画と広報計画を提供すること 

4.提出を義務づけられた報告書をすべて提出する

こと 

地区補助金プロジェクト ～申請基準～ 

1.１クラブより１件の申請 

2.実施年度の 3 月末までに終了するプロジェクト 

 （5 月末までに最終報告書の提出を要する） 

3.第 2740 地区内で実施されるプロジェクト 

4.過去に実施していないプロジェクト（テーマや受

益者を変えて実施可。基本的内容が同じであれば

3 回まで） 

5.補助金申請額は、クラブ自己資金と同額以下。 

6.補助金申請額の上限は 20 万円（自己資金に上限

無し） 
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【今  回】会員数   51名  出席  20名    欠      席  14名   出席規定免除会員（8）出席 5名 ビジター 3名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   51名  出席  21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 



地区補助金タイムスケジュール 

2 月初旬  補助金管理セミナー（今年度中止） 

          ↓ 

各クラブ MOU（クラブ参加資格認定書）を財団本 

部に提出 

          ↓ 

4 月 15 日 申請書準備・提出 

↓ 

次年度の事業を前年度に申請しなければならない！ 

6～8 月 財団本部（米国）の承認待ち 

↓ 

承認後、2740 地区口座からクラブ口座に振り込み 

 

2003～2004 佐世保海洋スクール支援 

会長 富田耕司 委員長 西川正美 

事業予算   ：1,549,000 円 

補助金申請 ：  400,000 円 

対象：佐世保海洋スクール 

カテゴリー ：② 物品の寄贈＋ 

       ③ 体験学習 

内容：救護用テント 2張り 

     訓練用シーカヤック 2 艇寄贈 

 

2018～2019 元オリンピック選手(中村真衣)による 

中学生スイマーの指導 

 

会長 森 豊 委員長 宮原明夫 

事業予算 ：270,000 円 

補助金申請：130,000 円 

対象   ：地域中学生スイマー 

カテゴリー：③体験学習 

内容   ：元オリンピック選手指導による、地元 

中学生の水泳技術の向上。 

私にとっての地区補助金プロジェクト 

 
①印象に残ったプロジェクト 

「バスターミナル学習室支援」 

②事業概要 

 家庭環境（貧困）により学び残しのある児童に対し

て学習指導を行う「バスターミナル学習室（完全無

料学習室）」を支援。 

・PC の寄贈 

・送迎車の提供 

③プロジェクト効果 

・児童の学力向上 

・施設運営の下支え 

・各種活動（体験活動、ふれあい活動）による児童

の社会性向上をサポート 

④その他 

 プロジェクト終了後も会員個人でサポートを継続。 

・ひと口 50,000 円／年間 

 

最後に。。。 

ロータリアンにとっての地区補助金プロジェクト 

職業奉仕：会員一人ひとりが自身の職業を通じて、 

所属クラブの会員に対し、最大の奉仕に努める。 

 その結果、最大の利益を得ることができる 

 「He profits most who serves best．」 

社会奉仕：クラブが組織として、地域的に重要と 

考えられる人道的、教育的活動、地域活性化を 

図るために行う奉仕活動。        

 ⇒ロータリーの存在意義・ロータリーの認知度向 

上！ 

※卓話内容の全ては北クラブホームページからダウ

ンロード下さい。 

http://www.sasebonorth.org/download/index.html 

 

 

《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、会員の皆様のお

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。 

また、千葉憲哉パストガバナーをはじめ、たくさん 



の方にメークアップいただき、誠にありがとうござい

ます。このようにオンラインでもメイキャップいただ

けるというのは、嬉しい限りです。ぜひ当クラブのオ

ンライン例会を楽しんでいただければと思います。 

まず嬉しいお知らせです。 

国際ロータリーより、当クラブの衛星クラブである

「佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ」が、

2022年 2月 24日付けで認可を受けたとのお知らせが

届きました。2740 地区では初めての設立となると聞

いており、当クラブの快挙といって良いと思います。

塚崎ガバナーより祝電も届いております。のちほど、

緒方ガバナーノミニーからもご報告があるかと思い

ますが、会員の皆様のご理解・ご協力のお陰です。心

よりお礼申し上げます。4 月 16 日の当クラブの創立

記念日とあわせて、衛星クラブの設立式典を企画して

おりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

昨日は、オンラインにて次年度会長研修会（PETS）が

開催されました。ご参加されました、緒方ガバナーノ

ミニー、村瀬次年度会長、オブザーバー参加されまし

た小西次年度幹事には大変お疲れ様でした。いよいよ

ホップ・ステップ・ジャンプのステップの村瀬年度が

近づいてまいりました。次年度に向けてどうぞよろし

くお願い致します。 

今月の法律のお話ですが、賃貸借における原状回復

についてお話しします。 

原状回復について、貸主は、次の入居者のために必

要なクリーニング代、畳の裏返し費用など、借主に負

担させたいと考えるのが通常です。しかし、法律では、

借主の過失で汚した場合などを除き、いわゆる通常損

耗や経年劣化に関しては貸主の負担と定めているた

め、いま挙げたような費用は貸主が負担することにな

ります。 

ただし、契約書に特約を入れることで、借主に負担

してもらえるようになります。たとえば、「明け渡し

後の貸室全体のクリーニング費用 3 万円は、借主の負

担とします。」という条文をいれておくことで、記載

のとおりに負担してもらえるようになります。大事な

のは、契約を締結するときに、借主が負担する金額が

どのような項目で幾らかかるのかを明確にしておく

ことなのです。 

もっとも、「通常損耗や経年変化の修理費用は、入

居者が負担とする。」と項目や金額が不十分であった

り、金額まで明記していてもそれが大きすぎる（たと

えば、クリーニング代だけで 30 万円）というような

約束は、無効となってしまう可能性が高いですのでお

気を付けください。 

春の異動シーズンですので、賃貸物件をお持ちの方や、

ご家族がお引越される方などは、ぜひ頭にいれておく

と良いと思います。 

本日は、奉仕プロジェクト社会奉仕委員会による委

員会卓話となっています。事前に入念な調査・ご準備

いただいたと聞いておりますので、しっかりと会員の

皆様にご報告いただければと思います。本日、千葉憲

哉パストガバナーをはじめ、メークアップいただいた

皆様も本日の卓話を楽しみにご参加いただいている

と聞いております。小西委員長、どうぞよろしくお願

い致します。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

 諫早北ＲＣ 

千葉 憲哉 君 

 諫早南ＲＣ 

 千葉 まさこ君        

   他 1 名  

 

 

《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

１．例会変更 

 

・佐世保東ＲＣ 

3 月 24 日（水）休会（定款第 7 条第 1 節（d）（1）） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

3 月 15 日（火）12：30～ 

吉翠亭(例会場の都合により) 

3 月 22 日（火）12:30→18：00～ 

香門（東彼杵町）夫人同伴観桜夜例会のため 

3 月 29 日（火）休会（定款第 7 条第 1 節により） 

 

２．来 信  

 

・国際ロータリー日本事務局 

①「佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ 

2022 年 2 月 24 日付 RI 理事会認可のお知らせ 

 ② RI 日本事務局財団室 NEWS 2022 年号外 

 

・公財）ロータリーの友事務所 

① ロータリーの友 3 月号 

 ② 次年度雑誌委員長への「友」誌送付について 4 

月 10 日締切 

③「ロータリーの友」購読料改定のお知らせ 

 

・ガバナー事務所 

 ① 塚﨑 寛ガバナーより「佐世保北フレンドシップ 

衛星ロータリークラブ」認可祝いの祝電 

② 風の便り 通刊 90 号 

③ ウクライナ緊急支援 送金先について（ご連絡） 

   通常の寄付金で「ロータリー災害救援基金」を

選び銀行振込み送金可能 



（支援金額設定ありません） 

   ※寄付金はクラブ、会員の寄付実績の認証に算

入れます。 

 ④ 国際大会日本人親善朝食会についてのお願い 

   日 時：6 月 5 日（日）午前 7：30～9：00 

   場 所：Marriott Marquis Houston（1777 

WalkerStreet,Houston,Texas77010 

U.S.A） 

   会 費：1 万円  

  

⑤ クラブ活性化セミナー2022 アジェンダの送付 

（緒方 GN 宛） 

 

・佐世保ＲＣ 

 2022年～2023年度 第1回佐世保市内8RC会長・ 

幹事会 内容変更のお知らせ 

  日 時：3 月 16 日（水） 

場 所：ワシントンホテル 

懇親会中止 会議のみ開催 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

  「春の集い」開催のご案内 

  日 時：4 月 8 日（金）17：30～19：00 

（受付 17：00～） 

場 所：海上自衛隊 平瀬体育館 

 会 費：3,000 円 

   

３．伝達事項 

① 3/16（水）18：30 よりワシントンホテルに 2022 

年～2023 年度 第 1 回佐世保市内 8RC 会長・幹 

事会が開催されます。 

② 3/18(金)今年度・次年度会長・幹事にて海上自 

衛隊佐世保地方総監部へ表敬訪問されます。 

③ 3/20（日）RLI 研修会パートⅠが 10 時～17 時

まで ZOOM にて開催されます。 

参加者：緒方ガバナーノミニー、公門幹事、 

村瀨会長エレクト、小西次年度幹事、中村会員 

④ 3/21（月）は祝日休会（春分の日）です。次回

例会は 3/28（月）新入会員卓話「私の職業」

山口貴史会員、福田直美会員です。 

 

 

《ロータリーの友紹介》          

  蒲池芳明 公共メージ雑誌文献委員長 

ロータリーの友 3 月号 

横組み 

P７～P13 

地域の水と生きていく特集記事があります東北地方

にあります阿武隈川の水質保全活動を第 2520 地区と

第 2530 地区で阿武隈川清流協議会を立ち上げロータ

リーで育てそして地域に活動を残す取り組み。 

琵琶湖周辺では都市養蜂（きれいな水から生まれる新

しい奉仕活動） 

 

P14～P15 

3 月７日～13 日は世界ローターアクト週間です。 

ローターアクトの基本として知っておきたい記事が

あります。是非ご覧ください。 

P17～21 夢を繋ぐ 

７月１日に女性として初めて国際ロータリーR I 会長

に就任するジェニファー・ジョーンズ R I エレクトを

紹介する記事です。 

ラジオ・テレビ番組の制作、企業や N P O の動画制作・

ライブ番組の制作を専門とするメディア・ストリー

ト・プロダクションズの社長兼 C E O です。メデイア

出身である事を強みにしてロータリーの知名度を世

界的に上げるというのがR I会長としてまず彼女が目

標に掲げている事です。 

「イマジン」というのは私にとって夢や夢を追い求め

る義務を意味しています。 

私達にはみんな夢があり、その実現のために行動をど

うするかを話しかけられています一読下さい。 

 

縦組み 

2021年 3月 6日国際ロータリー第 2680 地区講演要旨

です。 

当時宮城県南三陸町、公立志津川病院の内科医菅野武

先生の話です。当時の状況が目に見える思いで見入っ

てしました。死を目前にした時、人は自分がここにい

た事がわかるように、そして家族が遺体を見つけられ

るように行動するようです。また本当に災害が発生し

た時は生き抜くことを大事にして下さいと語りかけ

られています。 

東北地方に伝わる「津波てんでんこ」皆さんこの意味

を分かりますか？ 

津波が来たら、親・子供・兄弟を置いてでも、てんで

んばらばらに逃げなさいというこの言葉。非常に冷た

い言葉にように感じられるかもしれませんが、まず自

分が生き残らないと次の人を助ける事ができないの

です。 

次の世代へ残していく作業ができた時に本当の復興

になる。 

人は明日への希望があれば辛い中でも今日を強く生

きられる。他にも数多くの素晴らしい言葉が綴られて

います。ぜひお読み下さい。 

 

 

《委員会報告》 

村瀬高広 次年度会長  

3 月 13 日 日曜日 13：30 より 2022－2023 年度会長エ

レクト研修セミナーが WEB 開催されました。 

緒方信行ガバナーノミニー、渡会祐二 会長、 



小西研一 次年度幹事と一緒に参加しました。 

RI 会長は初の女性会長ジェニファー・ジョーンズさ

んです。 

（Windsor-Roseland ロータリークラブ・カナダ・オ

ンタリオ州）ＲＩテーマは「イマジンロータリー」

IMAGINE ROTARY です。 

RI 第 2740 地区ガバナーは上村春甫さん（佐賀 RC） 

地区のテーマは『想像』して『創造』しよう・・・・

ロータリーの未来を！になりました。 

地区の運営方針、会長エレクト研修セミナー、地区運

営、地区会計についてのお話がありました。 

次年度に向け気合が入りました。一生懸命頑張りたい

と思いますのでよろしくお願い致します。 

 
 

記事 国際ロータリー 

ウクライナ危機により、民間人の避難が余儀なくされ、

深刻な人道的影響が出ています。国連によると、200

万人以上（その大半は女性と子ども）が近隣諸国と

ヨーロッパ全域に避難し、ウクライナ国内の避難民も

約 100 万人に上っています。 

難民に食糧、水、医療、シェルターを提供するため、

欧州や世界各地のロータリークラブとローターアク

トクラブが、周辺地域の会員とともに迅速に支援活動

に乗り出しています。 

ロータリー財団がウクライナでの救援活動のための

寄付の窓口を設置。 

https://my.rotary.org/ja/disaster-response-fund 

ご寄付をお願いいたします 

ＱＲコードよりマイロータリー

災害救援基金窓口へ入ることが

できます 

欧州のローターアクト 

欧州全域のローターアクターのための多地区合同情

報組織「欧州ローターアクト情報センター（European 

Rotaract Information Centre）」は、難民とボラン

ティアのための情報をまとめたサイト「United for 

Peace」（平和のための団結）を開設しました。 

 このサイトには、難民が利用できる無料の鉄

道、バス、航空機に関する情報に加え、必要

とされている支援や物資、各国境地域での支

援方法のリストが掲載されています。 

 サイトにはそのほかに、ウクライナ西部の都

市リヴィウの病院や、各地で支援を行ってい

るクラブ、地域の他団体のための募金の詳細

も掲載されています。 

 サイトは、国境で行き場をなくしている難民

のための避難所をローターアクターが手配す

るのにも役立っています。難民の宿泊のため

に自宅を提供できるボランティアは、オンラ

インフォームから登録し、宿泊できる人数と

期間を指定できます。当初、このサイトはウ

クライナを逃れるロータリー会員を援助する

ための取り組みとして開設されましたが、現

在は、援助を申し出る欧州全土のロータリー

会員によって利用されています。 

 必要とされている物資と寄贈物資をつなげる

役目を果たしているこのサイトは、緊急のニ

ーズを満たす方法について 10 カ国、60 人の

チームがビデオ会議で協議してから 48 時間

以内に立ち上げられました。 

ウクライナ 

ウクライナには 62 のロータリークラブと 6 の衛星ク

ラブがあり、その会員数は約 1,100 人です。また 24

のローターアクトクラブがあり、その会員数は 300

人以上です。 

 第 2232 地区（ウクライナとベラルーシ）は、

この危機の影響を受けた人びとを支援するた

めの委員会を結成しました。委員会は、生活

必需品を確保するための募金に乗り出し、世

界中のロータリー会員に支援を呼びかけてい

ます。 

 リヴィウ市には、ウクライナの他の都市から

の避難民が流入しています。リヴィウ・イン

ターナショナル・ロータリークラブは、地方

自治体や主要病院と協力して、避難民がアク

セスできる救援物資のオンラインスリストを

作成しました。寄贈物資を病院に届け、現地

の倉庫で保管するための手配は、会員たちが

行っています。 

 



ポーランド 

ポーランドは 100 万人以上の難民を受け入れており、

国内のロータリークラブが寄付の窓口となる口座を

開設しました。 

 オルシュティン・ロータリークラブは、地元

市民センターに設置された難民キャンプに滞

在する 150 人以上のウクライナ人のために寄

付を集めました。難民の多くは、ウクライナ

にいる親元を離れてやってきた身寄りのない

子どもたちです。センターが難民の受け入れ

を開始してから数時間以内に、食料、衣類、

洗面用品、おもちゃなどの物資をいっぱいに

積んだ 4 台の車が寄贈されました。 

 ザモシチ・ロータリークラブは、医療用品の

流通会社を経営するボルシュティン・ロータ

リークラブの会員と協力して、物資や医療用

品を集めるために他団体との連携を手配しま

した。 

 グダニスク・セントラム・ロータリークラブ

は、難民である 4 家庭に宿泊施設を提供し、

会社経営者である会員たちがこれらの家族に

仕事を提供しています。 

ウクライナと国境を接するそのほかの国 

 ハンガリーのキシュバールダ・ロータリーク

ラブは、募金を取りまとめ、会員総動員で生

活必需品を寄贈し、難民たちに届けています。 

 ルーマニアとモルドバのロータリー会員は、

寄付の窓口となる基金を設置し、食糧の寄贈

や難民の宿泊手配を行うための WhatsApp グ

ループを立ち上げました。 

 スロバキアとチェコ共和国では、クラブが鉄

道・貨物会社と提携し、約 2,300 人の難民の

移動手段を提供しています。 

執筆協力：Kim Widlicki、Claudia Brunner 

 

深刻化するウクライナでの人道的危機への対応とし

て、ロータリー財団は現在、ロータリー地区が実施し

ている救援活動を支える資金を世界中の人が寄付す

ることのできる正式な窓口として、災害救援基金を

指定しました。 

これに伴い、ロータリー財団は以下を承認しました 

 現在から 2022 年 6 月 30 日まで、ウクライナ

と国境を接する指定ロータリー地区とウクラ

イナ国内のロータリー地区は、災害救援基金

から各地区 5 万ドルまでの補助金を申請でき

ます。迅速な手続きが行われるこれらの補助

金は、水、食料、シェルター、医療品、衣服

といった救援物資を含め、この危機による難

民や被災者の支援に利用できます。 

 上記の期間、難民やそのほかの被災者への支

援を希望する、影響を受けたほかのロータリ

ー地区も、災害救援基金から 25,000 ドルの補

助金を申請することができます。 

 現在から 2022 年 4 月 30 日まで、ロータリー

地区は未配分の地区財団活動資金（DDF）を災

害救援基金に充て、ウクライナと関連する人

道的補助金を支援することができます。 

 ウクライナ支援のための災害救援基金への寄

付は、QR コードからお寄せいただけま

す。 ウクライナでの救援活動を支援するため

の災害救援基金へのご寄付は、2022 年 4 月 30

日までに行う必要があります。 

 ロータリー財団を通じた支援は災害救援基金

が主な窓口となりますが、ロータリークラブ

とローターアクトクラブもウクライナでの人

道的危機に対して独自の支援を行うことが奨

励されています。 

災害救援基金を通じた支援に加え、財団はパートナー

団体や地域リーダーと協力し、増加する人道的ニーズ

への効果的なソリューションを模索しています。 

 国連難民高等弁務官事務所（米国）と協議し、

ウクライナや近隣諸国で行き場のない人びと

のニーズに対応するための準備を進めていま

す。 

 災害救援におけるプロジェクトパートナーで

あるシェルターボックスは、東欧のロータリ

ー会員と連絡を取り、一時的な住居やほかの

必要物資の提供方法について検討しています。 

 「難民、強制退去者、移住者のためのロータ

リー行動グループ（The Rotary Action Group 

for Refugees, Forced Displacement, and 

Migration）」は、この危機への対応としてグ

ループのリソースを集結させています。 



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 松田亜由美） 

本日の合計  8,000 円    累計 829,000 円 

すでに 200 万人以上がウクライナから避難しており、

緊急支援が早急に必要となっています。国連は、避難

する人の数が 500 万人に上る可能性があると推測し

ています。ヨーロッパや世界のロータリークラブが救

援活動に乗り出しており、中には避難者を支援するた

めに現地で活動しているクラブもあります。 

ロータリーでは、ウクライナと近隣諸国での状況を引

き続き注視していきます。クラブによる支援方法や、

ロータリー会員にできること、現地の人びとへの影響

等に関する最新情報は、ロータリーのソーシャルメデ

ィアをフォローしてご覧ください。 

ご質問はロータリーお問い合わせセンターまでご連

絡ください（rotarysupportcenter@rotary.org）。 

    

 

《レー君ご来訪》 

今日国際女性の日でお久

しぶりに事務所をお尋ね

させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

《ミンさん奨学金贈呈》 

            

公門新治幹事より 

奨学金の贈呈が 

ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

《ＲＩニュース》 

 

2022 年ロータリー 

国際大会 

 

（ヒューストン） 

 

2020 年ロータリー国

際大会は、2022 年 6 月

4 日～8 日までアメリ

カ・テキサス州ヒューストンで開催されます。そして、

参加登録の受付が開始されました。 

国際大会に参加し、ロータリーで、ヒューストンで、

自分自身の中で可能性を発見しましょう。 

新会員もベテラン会員も、生涯忘れられない思い出を 

つくることができます。 

詳しくは convention.rotary.org/ja/houston からご

覧ください。 

6 月 16 日までに登録とお支払いをしていただくと、

425 ドルのプロモーション割引が適用されます。2022

年ロータリー国際大会で、新たな地平線を発見しまし

ょう！ 

 

 

《ニコニコボックス》 

代読 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 

急に暖かくなり春がすぐそこまで来ています。例年な

らば観桜会、花みずき会を開催してましたが、コロナ

禍で中止になりました。皆さんと親睦を深める機会が

待ち遠しいですね。また、ウクライナでの悲しいニュ

ースも毎日飛び込んできております。少しでも力にな

れないかと思います。さて、本日の卓話は委員会卓話

です。奉仕プロジェクト社会奉仕員会 小西委員長宜

しくお願いします。対面バージョンの卓話と 2パター

ン準備頂いていたそうです。 

残念ながら ZOOM になりご不便をおかけしますがどう

ぞ宜しくお願いします。 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 小西研一 委員長 

本日「ロータリー財団地区補助金プロジェクトについ

て」と題し卓話させていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

 

船津 学君 

小学生の息子 2 人が所属している少年ソフトボール

チーム 「佐世保チョッパー」 が 佐世保市大会 、長

崎県大会を勝ち抜き、2週間後の 3月 26 日～3月 27

日に鹿児島県の知覧で開催される九州大会へ 出場す

ることが出来ました。ちなみに長男はエースピッチャ

ーです。貴重な経験が出来てニコニコです。 

しかし、コロナ禍ということで街頭募金が出来ずに資

金が集まらず、選手たちの遠征費用が足りなくて困っ

ています。必ず優勝して帰ってきますので、どうか寄

付にご協力お願いいたします。 

 


