
                                       第 1655 回例会 No.35 

例会日：2022.04.25 

                                        

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（海上自衛隊佐世保地方総監 海将 西成人様） 次回例会 委員会卓話（地区 R 財団・岡村康司氏） 

《地区研修・協議会 報告》 

奉仕プロジェクト青少年奉仕委員会 

野口 好太郎 次年度委員長 

 

＊ローターアクト委員会 

（鹿島 RC）高松委員長よりご説明いただきました。   

 

①2740 地区 RC と RAC との比較 

・現在地区の RC クラブ数 56 クラブ約 2100 名対し 

RAC が 5 クラブ 60 名（活動中のみ） 

 

②現在当地区 RAC が抱える問題点 

・クラブ数減少（会員数の減少）地区行事（年 6 回+ 

α）に対する各クラブの負担が増加 

・役職者（クラブ会長、地区役員）の成りて不足 

・コロナ禍によるクラブのダメージ（ここ数か月大 

学の RAC の地区行事、会議の参加が無い 

 

③RI によるここ数年の動向 

・2019 年より RI によるアクターの年齢制限 

（18～30 才）が撤廃されています。（クラブで決定） 

・今年度よりアクターがロータリー地区委員に選出 

されるようになった。 

・次年度（2022 年 7 月）より、ローターアクト 1 人 

あたり 5～8＄の人頭分担金を RI に支払う。 

・2029 年までにローターアクトを現在 23 万人から 

100 万人に増加させる。 

 

④日本の RAC の現状 

・34 地区中 6 割の RAC が会員減少 

 （その中にあって 2700 地区の RAC は全国でもモデ 

ル地区に指定してある 15 クラブ 675 名） 

 

＊インターアクト委員会 

（牛津 RC）長戸委員長からご説明がありました。 

 

2022 年に始ったコロナウィルスの流行は収束の兆し 

が未だに見られず、地区としてのインターアクト  

に関する主な活動である、インターアクト年次大会や

通常 2 回開催している指導者研修については、集合型

での開催が困難であると判断し、この 2 年度は実施で

きない状態が続いており、地区の委員会委としての活

動も停滞したままとなっている。 

 
＊国際青少年交換委員会 

（雲仙 RC）堀川委員長からご説明がありました。 

 

①青少年交換事業概況 

 ・日頃より多大なご協力とご理解賜りありがとうご 

ざいます。 

 

②第 2740 地区現況報告・活動報告 

 ・2 年間交換事業は実施しておりません。RI 通達に 
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【今  回】会員数   52 名  出席  25 名    欠      席 10 名   出席規定免除会員（7）出席 4 名 ビジター 2 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   53 名  出席  29 名   メークアップ  0 名   出席規定免除会員（8）出席 3 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 



より2022年6月末まで交換事業全面禁止となって 

おります。 

 

③次年度アウトバウンドを派遣予定 

 ・募集要項が準備出来次第、各クラブのお案内を開 

始いたします。 

例年通り 4～6 名のアウトバウンドを派遣予定交 

換事業を実施されていないクラブにも積極的に 

参加をお願いしたい。 

  

④青少年部門危機管理研修開催について 

 ・ここ 2 年間は様々な制約の中、中止となりました。 

次年度環境が許せば、セクハラ・パワハラ・ 

災害対策等について、青少年部門・米山記念奨学 
会・危機管理委員会合同で開催したと思う。 

 
＊ライラ委員会 

（唐津 RC）徳川委員長からご説明がありました。 

日頃のお礼とホストクラブ選出で次年度のホストク

ラブ佐世保西 RC（井上会長）で決定しております。 

 

 

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 

戸畑 教幸 次年度委員長 

 

１.職業奉仕委員会 

山本正樹社会奉仕委員長（佐賀南 RC）より活動方 

針の説明 

■2022～2023 年度のロータリーテーマである「イ 

 マジン ロータリー」を実践していく 

■ロータリアンは世界の変化を想像して大きな夢 

を描き、その実現に向けて一致団結していかなけ 

ればならない 

■職業奉仕委員会としても、「奉仕の理念」が何を 

意味するのかを改めて想像し、実践が可能なアイ 

デアを考え、共有して頂きたい 

■親睦と事業上の利益で始まったロータリーが、ア 

ーサー・フレデリック・シェルドンが唱えた「最も 

よく奉仕する者、最も多く報いられる」という地域 

社会に対する貢献、公共への奉仕の精神が加わった 

事で、現在のロータリーの活動方針が定まった。こ 

の「利他主義」が職業奉仕の柱である 

■職業奉仕の実践事例の紹介 

--歯科医が東南アジアで治療 

--東日本大震災に東京の産廃業者がゴミ収集・処 

 分 

--2019 年の台風で鉄柱が倒壊したゴルフネット 

を無償で撤去 

--児童養護施設の高校生に進路アドバイス 

--職業卓話 

■2022～2023 年度の具体的な活動 

①ロータリーの基本理念の浸透・クラブリーダー 

育成のためのセミナーをファシリテーション 

委員会と連携して開催 

②セミナー参加者がクラブ内での DL となり 1 月 

の社会奉仕月間にクラブ内でファシリテーシ 

ョンの実践を行う 

 

２.社会奉仕委員会 

植松信安委員長（鹿島 RC）より活動方針の説明 

■2022～2023 年度 地区社会奉仕テーマは「社会 

奉仕活動を通してロータリーの公共イメージと 

認知度を向上させよう」である 

■社会奉仕はロータリアンひとりひとりが「超我の 

奉仕」を実践する機会であり、それは地域に住む 

人々の生活の質を高め、公共のために奉仕する事 

である 

■様々な活動がある中で、本年は以下の二つを柱と

して活動する 

①ロータリー奉仕デーへの積極的参加 

9/11（日）をロータリー奉仕デーとする。 

各クラブで、この日に開催できるのか・別日で開

催するか・開催しないかを後日アンケートしたい 

②ひとり親家庭支援について更なる認知度の向上 

以前の卓話の中で動画として紹介した「ひとり親 

家庭の現状」について、改めて講演として実施し

たい何を行うにしても、地域に必要とされている

ことをいかに実現するかが大事であり、その活動

を通してロータリーの公共イメージと認知度を

向上させる 

■鹿島ロータリーで過去おこなった活動 

--バスケット教室（夢の教室）を開催し、プロチー 

ム（佐賀パルナーズ）を呼び、低下しているバス

ケットへの興味を引き上げると共に子供たちの

夢に向かう力を育む 

--結果、テレビで紹介され、その後の卓球教室など 

に繋がっていった 

 

 

 

 



村瀨高広 次年度会長 

 

１．会員増強委員会 

会員が減少している現状をよく理解してほしい。 

来期、初のＲＩ女性会長が誕生する。彼女は「大切な

のは会員にとっての快適さと会員への配慮です」と述

べている。女性が入りやすい、そして定着して貰うた

めにはどのような環境づくりが必要か考えてほしい。 

千葉パストガバナーが会員増強の一つの手段として

衛星クラブの設立を上げられ、衛星クラブについての

説明を行った。 

 

２．公共イメージ委員会 

１．第 2740 地区公式 WEB サイトの活用を促進する 

２．ブランドリソースセンターとロータリーショーケ 

ースの活用促進 

３．身近な広報の実践にご協力を 

2022 年 9 月 11 日 ロータリー奉仕デー実施 

2022 年 10 月 24 日 世界ポリオデー実施 

積極的なご参加をお願いする。 

 

 

ロータリー財団米山奨学委員会 

村上英毅 次年度委員長 

国際ロータリー財団とはロータリーとして世界の平

和を考える組織です。 

（1917 年当時の会長アーチ・クランフが世界で良い

事をするための基金をつくるというビジョンを発表

し、26 ドル 50 セントからスタート） 

親会社が国際ロータリー、子会社がロータリー財団

（こちらの方がお金をもっています） 

 

行動目的   ①平和活動の推進 

       ➁疾病予防と治療 

       ③水と衛生 

       ④母子の健康 

       ⑤基本的教育と識字率の向上 

       ⑥地域社会の経済発展 

 

具体例として 

①モンゴルで口蓋裂の少女の手術治療、佐賀大学医学

部と協力して手術器具の寄付やスタッフへの指導

を行って、一時的なものでなく継続的に治療ができ

るようにされ、また今後もモンゴル地区での肝炎の

検査・調査を行っていくそうです 

➁ネパール（ネパールは 5，000ｍ以下が丘というそ

うです）高山山間部の学校のトイレの整備や手の洗

い方を教えて、環境の整備を行ったそうです 

 

アーチ・クランフが「自分だけでなく 人のために良

い事をする喜びのために私達は生きるべき」と言われ

ています 

ロータリー財団は社会を生き返らせる事業です。 

ロータリー財団に寄付する事で個人的には参加でき

ないプロジェクトの一員になれたと感じる事ができ

ます。皆さん今後もロータリー財団米山記念奨学金 

ポリオ根絶基金への協力を宜しくお願いします 

 

 

《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 

4 月 19 日、20 日にチャーターメンバーである平石

晃一会員のお通夜・告別式が行われました。改めてご

冥福をお祈りいたします。お忙しい中、受付等のご協

力をいただきました会員の皆様、ありがとうございま

した。皆様のお陰で、しっかりとお見送りできたもの

と思います。告別式の翌日、奥様が訪問されてきて、

クラブの皆様へのお礼を仰っておりましたので、ご報



告いたします。 

昨日は、次年度に向けての地区研修・協議会が開催

されました。村瀬次年度会長をはじめ、ご参加いただ

きました皆様にはお疲れ様でした。本日のクラブ協議

会でのご報告を楽しみにしております。小西次年度幹

事、どうぞよろしくお願い致します。 

さて、本日は、毎月の法律のお話で、パワハラのこ

とを取り上げたいと思います。すでにご存じの方も多

いかとは思いますが、今年の 4 月より、中小企業にも

相談窓口の設置や社員への研修などの努力義務が課

せられます。これについては、違反しても罰則はあり

ませんが、行政からの助言・指導・勧告・公表の対象

にもなります。詳しい内容については、厚生労働省の

ＨＰ等で確認できますので、ご確認ください。 

ところで、パワハラとは、 

①優越的な関係を背景とした言動であって、 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

③労働者の就業環境が害されるものをいいます。 

したがって、どの場合にパワハラに該当するかどう

かは、個別具体的に判断されることになります。ただ、

これまで弁護士の仕事をしていて、パワハラを防止す

るコツがあるように感じます。それは、間と言葉です。 

たとえば、本日 13 時に取引先に提出予定の報告書

を部下が持ってきたので確認したところ、誤字・脱字

が多くてやり直しが必要な場面です。上司は、もう時

間がないのに今ごろとカッと血が上りました。そして、

強い口調で、「おい、誤字や脱字がありすぎだろ。漢 

字や送り仮名のミスは小学生レベルじゃないか。昼休

み使ってやり直せ。」と言ったところ、後日、その言

動がパワハラだと部下が申し立ててきました。皆さん

は、どこが問題だと感じましたか。 

まず、いったん呼吸を置くことが大切です。感情的

なままだと、つい言葉遣いが荒く強くなるからです。

そして、「この報告書には誤字や脱字が多くて、この

まま提出すれば、取引先は会社に不信感を持ってしま

います。急いでやり直してください。面談の時間が

13 時なので、昼休みも使って一緒に頑張って仕上げ

よう。」と、趣旨を明確に伝えることが大事です。 

前のパターンでも上司は同じことを伝えたかった

のですが、部下によっては、その趣旨を読み取れない

どころか、自分を責めているとだけしか思わない場合

もあります。パワハラの多くの原因は、言った側の伝

えたいことを、受け取る側が違ってとらえるところに

あることを頭に入れてください。深呼吸プラス趣を明

確にした言葉、どうぞこれから活用下さい。 

 

 

 

 

 

 

《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

 

１.例会変更 

 

・佐世保西ＲＣ 

5 月 10 日（火）休会 （定款第 7 条第 1 節により） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ   

5 月 10 日（火）12：30～  

ホテルヨーロッパ吉翠亭（例会場都合により） 

5 月 31 日（火）12：30→18：00～ 

ホテルヨーロッパ吉翠亭（夜例会のため） 

          

２.来 信  

    

・ガバナー事務所 

 ①風の便り Vol.7 No.9 

 ②「ガバナー月信」執筆依頼 

  「佐世保北フレンドシップ衛星クラブ設立記念式

典・祝賀会」の報告  締切日 5 月 9 日（月）  

  ③ＲＬＩ研修会 Part3 について（RLI 開催形態変更 

のお知らせの件） 

  日 時：5 月 8 日（日）Zoom にて 

      9：30 開場 10：00～17：00   

 ・佐世保東南ＲＣ 

   第 7 回佐世保市内 RC 会長・幹事会議事録 

 

３.伝達事項 

 

  ①4/28（木）18：30 よりグランドファーストイン 

佐世保にて第 5 回次年度理事会が開催されます。 

 ②事務局の GW 休業日は 4/29 日(金)～5/5（木）ま 

でとなります。 

 ③5/2（月）は特別休会です。お間違いのないよう 

お願いいたします。 

  次回例会は 5/9（月）ゲスト卓話 

海上自衛隊佐世保地方総監 海将 西 成人 様 

です。 

 



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 渥美大介） 

本日の合計  31,000 円    累計 1,004,000 円 

《委員会報告》 

小西研一 次年度幹事 

 

本日、18 時 30 分よりレガロキッチンにおきましてロ

ータリー財団米山記念奨学委員会と国際奉仕委員会

の第 1 回次年度合同委員会が開催されます。関係メン

バーの皆さまはご出席頂きますようお願い申し上げ

ます。 

                            

 

《ニコニコボックス》 

山下雄弘 親睦活動委員 

 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

昨日の、地区研修・協議会にご参加の皆さんお疲れ様

でした。本日の卓話は第 4 回クラブ協議会です。地区

研修・協議会の報告です。小西次年度幹事、発表者の

皆さん、よろしくお願いします。会員一同勉強させて

いただきます。 

 

藤井良介君 

昨日の佐賀での地区研修・協議会の参加の皆さまお疲

れ様でした。公門幹事、運転ご苦労様でした。 

 

次年度幹事 小西研一君 

本日は第 4回クラブ協議会です。昨日、ガーデンテラ

ス佐賀で開催されました 2022～2023 年度地区研修・

協議会の内容について、出席メンバーと共にご報告さ

せて頂きます。よろしくお願いします。 

福田俊郎君 永田武義君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

蒲池芳明君 松田信哉君 二ノ宮健君 小川 寛君 

近藤竜一君 船津 学君 西沢 寛君 茶村亜子君 

村上英毅君 戸畑教幸君 内海一洋君 中村祐二君 

山下雄弘君 福田直美君 松尾祐輔君  

松田亜由美君 野口好太郎君 荒木利恵子君 

昨日は、ガーデンテラス佐賀で開催されました地区研

修・協議会にご参加の皆さま、お疲れ様でした。本日

の卓話、クラブ協議会での報告よろしくお願いします。

もうすぐＧＷです。あまり遠出はできないと思います

が、皆さん楽しんでください。 

 

二ノ宮 健君 

先日の衛星クラブ設立記念式、無事に終了されまして、

心より御祝い申しあげます。当日、所用の為に出席出

来ず申し訳ありません。本日例会後に、次期クラブ管

理運営委員会を開催致しますので小委員会、8委員会

の皆様出席よろしくお願いします。 

 

公門新治君 

昨日は 18 回目の結婚記念日でした。素敵な素敵な花

束が届きました。ありがとうございました。 

 

荒木利恵子君 

本日は、「私の職業」について卓話をさせて頂く機会をい

ただきましてありがとうございます。どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

□地区研修協議会視察 

 

 

 

 


