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たものの、通常の例会の開催が困難となり、オンライ
ンでの例会開催が続いたりしました。しかし、オンラ
インでも例会開催を続けたことで、
コロナ感染の流行
も徐々に収まった 10 月以降は例会場にて開催できる
ようになりました。
年が変わって下半期になってからは、再度コロナの
流行が大きくなり、オンライン開催となりましたが、
流行が収まった３月末からは、例会も再度例会場で開
催することが出来ました。
残念ながらコロナ流行のため、会員が交流を深める
ための恒例のクラブ行事も中止となり、委員会活動も
定期的には開催出来ず、
十分な活動が出来なかったの
が残念でしたが、その分各委員会がそれぞれに努力し
て活動していただきました。
感

クラブ運営委員会
宮原明夫 委員長

想
例会開催をオンライン例会で繋げながらも開催を
続けたことは意味があったと思います。オンラインで
あっても例会場で思うように話せなくても、ひとつの
目標を持って一堂に会することは、
大きな親睦の機会
であったのではないかと思います。
まだ新たなコロナの流行には十分注意が必要です
が、例会が開催できるようにご尽力頂いた渡会会長や
公門幹事をはじめとして、健全なクラブ運営に携わっ
て頂いている各委員会や会員の皆さんに深く感謝申
し上げます。

事業報告
今年度も新型コロナウイルスの流行の中、年度初め
は渡会会長のクラブ運営方針こそ例会場で開催でき
本日の例会

「一年を回顧して」渡会祐二 会長

次回例会

クラブ運営方針（村瀬高広 会長）

出席委員会
松永祐司 S.A.A長

ォーラムを含めた各委員会担当プログラムを中心に
実施させて頂き、後期においては、前期には回避して
きたゲスト卓話をメインに実施することができまし
た。
感 想
諸般の事情による突如の例会プログラム変更をせざ
るを得ない場面が数回ありましたが、会員の皆様のご
協力により代替プログラムにて対応することができ、
また、こういった状況下で卓話をして頂けるゲスト候
補者選定がなかなか難しい中、会員の皆様に候補者を
ご紹介頂きこの場を借りて改めてお礼申し上げます。

事業報告
事業の主旨及び基本計画にあります会員相互の親睦
を深めるためにホ－ムクラブ出席率の向上を目指し
ましたが、今期もコロナウイルス感染渦中でもあり、
通常例会が開催出来ない時期がありました。しかしな
がら通常例会、オンライン例会が開催された時には、
制約が多い中ではありましたが、会員皆様のご協力の
おかげで、相当のご出席がありました。ありがとうご
ざいました。
感 想
多くの通常例会が中止になったことは残念ではあり
ましたが、オンライン例会には多くの方の出席を頂い
て、会員皆様のロ－タリ－に対する意識の高さに感謝
申し上げます。

プログラム委員会
峯

徳秀 委員長

事業報告
例会の在り方の再考を余儀なくされる昨今の状況の
中ではありましたが、オンライン例会１４回を含め当
初予定されていた年間42回の例会全てが見事に開催
されました。
そういったなかでの例会プログラムを検討するにあ
たっては、コロナ禍での突如の緊急
休会・オンライン例会への変更にも対応可能な卓話者
を基本的に選定させて頂きました。
年間を通して、会員卓話・新入会員卓話及びクラブフ

親睦活動委員会
船津

学 委員長

事業報告
SAA、出席プログラム、親睦、職業奉仕合同委員会
親睦活動委員会（第1回、第2回、第3回）
SAA、親睦活動委員会合同委員会
新旧会長幹事交代式（令和3年6月28日（月））
忘年クリスマス会（令和3年12月13日（月））
祈願祭及び新年会・賀寿祝い（令和4年1月8日（土））
佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ設立
記念式典・祝賀会（令和4年4月16日（土））
感 想
新型コロナ禍において自粛ムードが先行する中、忘年
クリスマス会や新年会、衛星クラブの設立記念式典・
祝賀会を開催できたことはとても良かったと思いま
す。
また、委員をご覧の通り、このコロナ禍においてもた
くさんの新入会員に入会して頂いたことで、親睦活動
も活気付くことができました。
次年度も引き続きコロナと共存した活動となるかと
思いますが、
より一層親睦が深まること間違いないと
思います。
一年間、ありがとうございました。

ロータリー財団・米山記念奨学委員会
藤井良介 委員長

拡大状況に鑑み中止
令和3年10月17日「元オリンピック競泳代表
美咲さんによる水泳指導教室」開催

山口

感

事業報告
地区よりの寄付目標達成を私達のクラブは下記の如
く達成しました。
・ロータリー財団寄付 7名（年次寄付）
1名（ベネファクター）
・米山記念奨学会
7名
※後期に地区ロータリー財団委員会より卓話を終了
しました。
4月 米山記念奨学会
5月 ロータリー財団
感 想
寄付の件で会員の皆様にはご協力いただき、ありがと
うございました。
地区より米山記念奨学会及びロータリー財団の委員
長に卓話に来ていただき、
理解を深めることができました。特に財団委員長から
はグローバル補助金に関した
案内に対して、直近の２７４０地区での活動を教えて
貰い、参考になりました。

想
水泳指導教室では、元オリンピック代表選手の泳ぎ
を間近で見た参加幼児の新鮮な驚きと水泳に対する
更なる熱意を醸成できたと思います。また、コロナ禍
でイベント機会が減少していた児童、及びその父兄に
機会を提供できたこと、
障がい者就労支援事業所にＴ
-シャツ発注により就労機会を提供できたことは意義
があったのではないかと考えます。
当該事業について、第2740地区ロータリー財団委員
との交流を図ることにより、地区メンバーとの関係構
築を図ることが出来たこと、地区補助金、グローバル
補助金等に関する情報の蓄積ができたことは、
今後の
当クラブが社会奉仕事業を展開していく上で転機に
なるものと考えます。
ロータリー奉仕デーについては、今回、中止となっ
た経緯を踏まえ、次年度の開催に向けて協力していき
たいと思います。

奉仕プロジェクト青少年奉仕委員会
三谷秀和 委員長

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
小西研一 委員長

事業報告
令和3年7月9日チーム4×4への支援（年会費支払い）
実施
令和3年9月12日ロータリー奉仕デー コロナ感染

事業報告
令和3年10月17日水泳指導による幼児の健全育
成・障がい者就労支援事業所支援プロジェクト（ビー
トスイミング北松プールにて開催）
令和4年 5月 8日県北地区春季室内水泳記録会（佐
世保市営市内温水プール）
感 想
本年度は上記事業の実施を通して、青少年の育成・支
援活動に携わることができたと考えます。一方、コロ
ナ禍の中、委員会の開催も思うようにできませんでし
た。また、SDGsに関連する事業として玄海原子力発電
所見学を予定していましたが中止となり、年度を通し
て当初の事業計画どおりに取り組むことができませ
んでした。

今後も青少年育成・支援の取り組みにあたっては、
他委員会との連携・協力を更に推進していきたいと考
えます。
インターアクト委員会
鐘ヶ江和重 委員長

2020～2021年度に北クラブでは委員会を発足した
が、上記のように2年後を見据えた話題となりました。
委員会の趣旨は大きく分けて、
①経年での課題を共有し問題解決を図る。
②会員の満足度の向上。のふたつになります。
3年間を繋いで行く会長・幹事が様々な課題を話し
合える委員会にして頂ければと思います。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長

事業報告
R3.8.24、R3.12.8、R4.3.28、R4.5.17
佐世保高専へ、ペットボトル回収に協力してきました。
R4.4.24
第9回全国インターアクト研究会ズームにて堂平先生、
生徒2名が参加しました。
感 想
後期は例会開催許可がありましたがコロナ感染拡大
の為、延期となりました。
戦略計画委員会
近藤竜一 委員長

事業報告
2021 年 5 月 13 日 第 1 回戦略計画委員会開催
2021 年 10 月 15 日 第 2 回戦略計画委員会開催
感

想
委員会では、渡会年度、村瀬年度、松田年度の会長・
幹事が意見交換を行いました。
主として40周年事業、緒方ガバナー年度へむけてのそ
れぞれの年度の抱負等、
ざっくばらんな意見交換にな
りました。

県の新型コロナの感染レベルが１に下がったこと
を受け、本日から、通常どおりの例会とします。どう
ぞよろしくお願い致します。
まずは、永田会員、国際大会のご参加ありがとうござ
いました。後ほど、ご挨拶をいただければと思います。
本日の挨拶は、6月8日・9日の福岡訪問の話をしま
す。6月8日、
緒方ガバナーノミニー、
村瀬次年度会長、
公門幹事、小西次年度幹事、鐘ヶ江インターアクト委
員長、窪田さん、そして私の7名で福岡東令和あけぼ
のロータリー衛星クラブの例会を訪問してまいりま
した。佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
からは、田島議長、八木副議長、八並幹事の3名が参
加し、総勢10名での訪問となりました。
ただ、運悪くJRの列車事故が発生したため、乗車し
ていた窪田さんと私は例会には間に合いませんでし
た。例会の内容は素晴らしかったと聞いているだけに
大変残念でしたが、1時間30分足止めを受けたのは、
記憶に残る出来事となりました。
例会終了後は、福岡東ロータリークラブ・令和あけぼ
の衛星クラブから、心のこもった歓迎会を開催いただ
き、両クラブ・両衛星クラブの親睦を深めることがで
きました。
そして、翌9日は、中村会員を加えた北クラブ会員
7名で、福岡東ロータリークラブの例会に参加してま
いりました。
そこで、両クラブの友好クラブ締結を無事済ませてま
いりましたので、ご報告いたします。大神会長とは、
末永く両クラブの交流を続けましょうとお約束して
まいりました。また、例会の中で緒方ガバナーノミニ
ーが来賓のご挨拶をされ、私が北クラブの紹介をして
おります。

最後まで例会に参加し、
異なるクラブの例会運営に
触れることができたことは、大変勉強になりました。
また、例会のプログラムではクラブフォーラムが開催
され、どうすればクラブを活性化できるのかというテ
ーマの議論に参加することで、情報交換を行うことも
できました。
皆様もぜひいろいろなクラブにメイキャ
ップしてみてはいかがでしょうか。
帰り際には、次回は、ぜひ当クラブの例会にお越し
いただくよう大神会長にお願いしております。
村瀬次
年度会長、どうぞよろしくお願いいたします。
以上、たいへん充実した2日間を過ごすことができた
福岡訪問でした。ご参加いただいた皆様、ありがとう
ございました。
さて、本日は、本年度最後のクラブ協議会です。活
動が制限された1年ではございましたが、各委員会の
委員長の皆様には、次年度につなげる意味もあります
ので、事業活動の年間報告をどうぞよろしくお願いい
たします。また、16日木曜日は、最終の理事会となり
ます。ご参加の皆様は楽しみにしていただければと思
います。

《幹事報告》
公門新治 幹事
１.来 信
・公財）ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま Vol.267（セルフ BOX へ配布）
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 6 月号
・国際ロータリー
ROTARY 6 月号
・国際ロータリー日本事務局
2022 年規定審議会 クラブと地区に関連する重
要な変更
・ガバナー事務所
①2021～2022、2022～2023 年度 地区米山記念奨
学委員会 新旧委員懇親会のご案内（三谷委員宛）
日 時：6 月 25 日（土）18：00～
場 所：長崎和牛 愛山亭
②第 2 回戦略計画委員会開催のご案内緒方 GN、村
瀬次々年度地区幹事宛）
日 時：6 月 15 日（月）15：30～17：00
場 所：ホテルニュー長崎 B1F「珊瑚の間」
③地元でのウクライナ人道的支援活動について
・長崎中央 RC
202～2023 年度第 2740 地区インターアクト年次大

会のご案内（緒方 GN 宛）
日 時：7 月 30 日（土）
場 所：長崎ブリックホール
6月15日（水）18：00～
ホテルニュー長崎13Ｆ「桃林」
ガバナー月信 6 月号
２.伝達事項
①佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
例会が緒方事務所にて本日19：30より開催され
ます。本日の卓話は渡会祐二会長です。
②2021～2022年度 第11回理事会議事録をセルフ
BOXへいれております。
③6/16（木）18：30より洋懐石 紀の川にて第12
回理事・役員会を開催いたします。
④6/20（月）次回例会は「一年を回顧して」渡会祐
二会長です。

《委員会報告》
茶村亜子 国際奉仕委員長
6/4 からアメリカ ヒューストンで行われました国際
大会に当クラブより永田武義会員が参加されました。
大会報告につきましては、次年度の卓話の時にお話し
いただきたいと思います。永田会員お疲れ様でした。
松永祐司 次年度 S.A.A.委員長
本日の例会終了後に新旧会長および S.A.A で委員会
を行います。内容は会長幹事交代式についてです。場
所は事務局で行いますのでご参加よろしくお願いい
たします。
小西研一 次年度幹事
先日お願いいたしました会員情報の確認の件、
本日現
在の登録情報を回覧しておりますので、ご確認をお願
いいたします。それをもとに次年度の現況報告書を作
成いたします。

《ロータリーの友 6 月号紹介》
横組
P7.「規定審議会から見えてくるロータリーの方向性」
4/10～4/14 に 3 年に 1 度開かれる規定審議会が
アメリカシカゴで対面とバーチャル参加で開催
された。
人頭分担金の増額など承認された。提案数 94 件
に対し採択は、29 件だった。
P12.「規定審議会のこれまでの歴史」
ロータリーの歴史や内容が深く知る事ができる
と思います。

P20.「米山から世界の町へ」
元米山奨学生・米山学友のクレラ・サブさんの
故郷であるフィジーの紹介。
縦組
P4.「科学の目で見た海のプラスチックごみ」
身近な九州大学で 10 年間研究をされている内容
が掲載されている。
海のプラスチックごみは元々陸に捨てられたも
のが雨風で川に流されやがて海に運ばれてきた
もの。
海岸の砂と海水をバケツに移しかき混ぜると簡
単にマイクロプラスチックの存在を見ることが
できる。今の海の現実を見てほしい。

《ニコニコボックス》
福田直美 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
6月8日、9日の福岡東令和あけぼのロータリー衛星ク
ラブ、福岡東ロータリークラブ訪問の皆さんお疲れ様
でした。福岡東ロータリークラブと友好クラブ締結を
してきました。衛星クラブ設立や同年度ガバナー輩出、
会長同士が同じ大学等、様々な偶然が繋がりました。
お互いのメークアップ料は取らないとの取り決めで
す。ぜひ皆さんも機会があればメークアップして下さ
い。さて例会も残すところあと2回になりました。本
日はクラブ協議会年間活動報告です。大小各委員高の
皆さんよろしくお願いします。

P9.「この人を訪ねて 長谷川貴哉さん」
和食料亭「幻董庵」を経営開店当初の話や東日本
大震災で被災した苦労話しなど紹介。

福田俊郎君
永田会員、ヒューストン国際大会、大変お疲れ様でご
ざいました。大会帽子をいただき、ありがとうござい
ました。

《ＲＩニュース》

永田武義君
6月4日～8日まで開催されたロータリークラブ世界大
会が、アメリカ テキサス州のヒューストンで開催さ
れ、出席して無事帰国いたしました。世界120カ国か
ら約1万人が参加し、すばらしい式典がありました。
世界に拡がるロータリークラブの輪はすごいなぁと
再確認いたしました。

2021-22年度ロータリー賞の締切日
2021-22年度ロータリー賞の全活動は、完了した上で6
月30日までに国際ロータリーに報告する必要があり
ます。クラブリーダーは、「よくある質問」の資料、
クラブが選ぶことのできる目標とその達成方法に関
する説明を見ることができます。ご不明な点がありま
したら、riawards@rotary.org までご連絡ください。
新会員の追加について
年度末で任期を終えるクラブリーダーの皆さまには、
今年度（2021-22年度）の会員数に含めるため、6月30
日までに新会員の追加を行っていただけますようお
願いいたします。7月1日以降に追加される新会員は、
新年度（2022-23年度）からの会員数に含められます。
ご不明な点がありましたら、
membershipdevelopment@rotary.orgまでご連絡くだ
さい。
メルボルンで「イマジン ネクスト」
2023年ロータリー国際大会（オーストラリア・メルボ
ルン）への登録受付を開始いたしました。2022年6月4
日～8日に登録し、全額お支払いいただくと、プロモ
ーション最大割引登録料である425米ドルが適用され
ます。
ロータリーに入会して間もない方も、ベテラン会員の
方も、国際大会は忘れられない体験となるでしょう。

山口貴史君
先日は結婚記念日の花束、ありがとうございます。家
内もたいへん喜んでおりました。改めてロータリー活
動頑張ってこいと言ってもらいました。これからも、
もっともっと頑張っていきたいと思っております！
福田俊郎君 富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君
宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀬高広君
松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 船津 学君
西沢 寛君 小西研一君 井上隆三君 茶村亜子君
村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 内海一洋君
山下雄弘君 松尾祐輔君 二ノ宮 健君
鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 荒木利恵子君
本日はクラブ協議会年間活動報告です。各委員会のお
話、楽しく拝聴させていただきます。今年度もあと 2
回の例会となりました。
残り少ない例会が充実した会
になるよう、頑張っていきましょう！

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

39,000 円
内海一洋

（記事担当

累計 1,252,000 円
内海一洋）

