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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 委員会卓話（地区 R財団・岡村康司氏）   次回例会 委員会卓話（奉仕プロジェクト 青少年奉仕委員会） 

《ゲスト卓話》 

「ロシアによるウクライナ侵攻の教訓について」 

海上自衛隊 佐世保地方総監 西 成人 様 

 

ロシアがウ

クライナに侵

攻して、2 か月

余り。報道に

よるとキーウ

制圧を諦めた

ロシアは、親

露派が多く存

在する東部地

域の掌握に目標を縮小し、第 2 段階作戦と位置付ける

攻撃を改めて開始した。一方でウクライナ軍は各地で

奮戦し、マリウポリでは地下要塞と化した製鉄所を拠

点に、頑強な抵抗を続けている。日本を含む米国や欧

州は、ロシアに厳しい経済制裁を課し、ウクライナに

は実効的な軍事支援を推し進めている。 

ウクライナ侵攻は、自国が突然、戦場となる現実を

国際社会に突きつけた。翻って、我が国周辺にも力に

よる現状変更を目論む核保有国が存在しており、ロシ

アの蛮行を他山の石に、教訓として生かすべきである。 

特に、軍事的視点からは、兵力の質と量で劣るウクラ

イナ軍の善戦が目を引く。士気の問題が露呈したロシ

ア軍とは対照的に、ウクライナ軍の士気は極めて高い。

一部報道では、参戦を拒否するロシア兵の士気高揚に、 

指導部が苦慮する様子が伝えられる。一方、ウクライ

ナはゼレンスキー大統領が「ウクライナ人は降伏しな

い。」と強固な意志で臨み、リーダーシップを発揮し

て軍隊の士気を鼓舞し続ける。自分の国は絶対に守り

抜くという気概が、国際社会の空気を一変させた。加

えて国や家族のため、進んで戦闘に参加する軍人の姿

も、「天は自らを助くる者を助く」の実践となって国

際的な支援のうねりを生み、戦果を挙げている。 

停戦交渉は難航し先が見通せず、戦闘の長期化への

懸念がある。権威主義的国家が周辺に存在する日本と

しては、ウクライナが安全保障上の試練を克服する過

程を決して他人事と済ませてはならない。特に、危機

に際しての指導者、国民及び軍の関係は、我々に多く

の示唆を与える。国民の負託にこたえ自衛官が任務を

全うするためには、ウクライナ同様に国民の絶対的な

支持が欠かせない。すなわち、何にも増して国民と自

衛隊が信頼という固い紳で結ばれることが重要であ

る。この侵攻から何を学び、いかに活かすか。我々日

本人の知恵が試される。 

 
 
《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 
本日は、当

クラブの名誉

会員でありま

す、海上自衛

隊第47代佐世

保 地 方 総 監 

海将西 成人

様のご来訪を

心より歓迎いたします。以前は毎年のように当代の総

監に卓話に来ていただいておりましたが、新型コロナ

の影響により、数年ぶりの総監のご来訪となります。

会員一同大変楽しみにしておりますので、どうぞよろ

しくお願い致します。 
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【今  回】会員数   53 名  出席  33 名    欠      席  4 名   出席規定免除会員（7）出席 5 名 ビジター 0 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 6 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 



次にご報告となります。 

昨日は、佐世保水泳協会の春季水泳記録会に行き、

支援金を贈呈してまいりました。新型コロナの影響に

より、例年のような多数の会員の皆様のご参加は控え

させていただき、三谷青少年奉仕委員長、渥美副幹事

と 3 名で行ってまいりました。子供たちの一生懸命に

泳ぐ姿を見て、支援を継続することが大切だと感じま

した。佐世保水泳協会の皆様からお礼の言葉をいただ

いておりますので、ご報告いたします。 

また、昨日は、第 3 回のＲＬＩ研修会が開催され、野

口会員のほか、緒方ガバナーノミニー、村瀬次年度会

長、中村会員にご参加いただいております。お忙しい

ところ、ありがとうございました。 

さらに、本日は新しい会員をお迎えすることができ、

たいへん嬉しい日となりました。今井貴文会員、よう

こそ佐世保北ロータリークラブへ。心より入会を歓迎

いたします。これから佐世保北ロータリークラブのメ

ンバーとして、一緒に楽しんでまいりましょう！ 

最後に、本日は、当クラブがスポンサークラブを務

めます「佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラ

ブ」の記念すべき第１回例会が開催されます。しっか

りとバックアップをして参りたいと思いますので、会

員の皆様もどうぞよろしくお願い致します。 

 
 
《幹事報告》 

           公門新治 幹事 

 

１.例会変更 

 

・佐世保東南ＲＣ 

5 月 18 日（水）11：00～ 森きらら 

（観バラ会のため） 

 

２.来 信  

    

・ロータリーの友事務所 

 新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応 

の件（お知らせ） 

 

・国際ロータリー 

 ①ROTARY 誌 5 月号 

 ②シェカール・メータ氏より 多様性・公平さ・ 

  インクルージョンへのロータリーのコミットメ 

  ント 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 財団室 NEWS5 月号 

 

・ガバナー事務所 

 ①第 9 回全国インターアクト研究会ご参加の御礼 

 ②「バギオだより」5月号 

 ③ガバナー月信 5 月号 

    

・ガバナーエレクト事務所 

 2022～2023 年度 「地区研修・協議会」 

参加の御礼（緒方 GN、村瀨次々年度地区幹事宛） 

 

３.伝達事項 

  ①5/11（水）18：30 よりホテルフラッグス九十九 

島にて 2022～2023 年度第 2 回市内 8RC 会長幹事 

会が開催されます。次年度村瀨会長、小西幹事、 

（事務局同伴）よろしくお願い致します。 

②次回例会は 5/16（月）ゲスト卓話地区ロータリ 

ー財団委員長 岡村康司君です。 

 

《今月の結婚祝い》 

S.45.5.24 古賀新二・浩子夫妻 

 S.57.5. 9 緒方信行・ひとみ夫妻 

 S.60.5. 5 宮原明夫・由紀子夫妻 

H.21.5. 5 小西研一・ひろ美夫妻 

 H.23.5. 5 早田貴志・愛子夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

 S.50.5. 3 公門新治君 

 

 

《委員会報告》 

野口 好太郎 RLI 推進委員長 

 

昨日、第 2740

地区主催の 

RLI 研修が実

施されまし

た。 

今回で3回目

になりまし

たが、当クラ

ブからは、緒

方ガバナーノミニー、村瀬次年度幹事、中村裕二次年

度委員長に出席していただきました。 

合計 18 時間という長い研修だったのですが無事に卒

業されました。おめでとうございます。 

地区では今回の研修で 17 名 DL が誕生いたしまして、 

合計で 55 名になりました。 

すごいスピードで増えております。佐世保では DL は

当クラブしかおりません。 

しかも、4 名もいます。このまま地域のトップとして

ホップ·スッテプ·ジャンプで進んでいきたいと考え

ております。 

 

 



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 戸畑教幸） 

本日の合計  38,000 円    累計 1,042,000 円 

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 戸畑教幸） 

本日の合計  38,000 円    累計 1,042,000 円 

RI2740 地区 2023-2024 年度地区大会実行委員会 

船津 学 本会議運営部会長 

 

お知らせの通

り、5 月 17 日

（火）10：00

～九十九島観

光公園にて、地

区大会広報ビ

デオの撮影会

を行います。緒

方ガバナー年

度に向けた大切な事業です。 

できるかぎり多くの方のご参加をお願い致します。 

 
 
《ニコニコボックス》 

山口貴史 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 

海上自衛隊佐世保地方総監 海将 西 成人様、副官 

尾島涼太様のご来訪誠にありがとうございます。西様

には卓話を頂けるという事で会員一同楽しみにして

います。 

本日入会の今井会員、ようこそ佐世保北ロータリーク

ラブへ！会員一同歓迎します。一緒にロータリーライ

フを楽しみましょう！昨日の、県北地区室内水泳記録

会、RLI 研修会 パートⅢにご参加の皆さん大変お疲

れ様でした。本日は名誉会員でもあります、海上自衛

隊佐世保地方総監 海将 西 成人様の卓話です。会員

一同楽しみにしていました。拝聴させていただきます。 

 

宮原明夫君 

5 月 5 日は私たち夫婦の結婚祝いでした。結婚が昭和

60 年でしたので、もう何年になるのでしょうか。記

念日を思い出させてくれたお花有難うございました。 

 

 

船津 学君 三谷秀和君 

親愛なる今井貴文さんの入会を心より歓迎と感謝し

ます。西総監の卓話楽しく拝聴させていただきます。 

 

鐘ケ江和重君 

先日行われた北斗会で、ニアピン 2 つ、3 位頂き、ニ

コニコさせて頂きます。 

渥美さんがバーディー20cm チャンス！外し残念でし

たね！ 笑 笑 笑 

 

永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君 

峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀨高広君 松田信哉君 

松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 西沢 寛君 

小西研一君 井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君  

戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 中村祐二君 

山口貴史君 松尾祐輔君 松田亜由美君  

野口好太郎君 荒木利恵子君               

海上自衛隊佐世保地区総監 海将 西 成人様、副官 

尾島涼太様のご来訪、心より歓迎致します。楽しみに

卓話拝聴させて頂きます。 

また、今井会員のご入会、心より歓迎致します。 

 
 
《佐世保水泳協会の春季水泳記録会》 

渡会祐二会長より支援金の贈呈 

 

 
 
《佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ》 

記念すべき第 1 回例会が行われました 

 


