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例会日：2022.08.08 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 ゲスト卓話（長崎県立大学 高橋百子 様）      次回例会 第 1回クラブフォーラム（会員増強委員会） 

《ガバナー公式訪問》 

国際ロータリー第2740地区 

 上村春甫ガバナー 

 

 村瀨高広（むらせたかひろ）会長はじめ佐世保北ク

ラブの皆様こんにちは、只今ご紹介頂きました、今年

度、国際ロータリー第2740地区のガバナーを務めます 

上村春甫です。 

本日は、佐世保北クラブを訪問することが出来大変

うれしく思っています。 

また、佐世保北クラブにおかれましては、緒方ガバ

ナーエレクトを拝出され地区にご協力頂いておりま

す。改めて御礼申し上げたいと思います。 

ありがとうございます。 

それではスクリーンをご覧下さい。私は、佐賀市で

春陽会という医療法人を運営しています。その中で、

診察・治療に加え、サッカーJ1リーグのサガン鳥栖や

バスケットB2リーグの佐賀バルナーズのメディカル

サポートをしたり、大相撲横綱の照ノ富士への健康ア

ドバイスなどをしています。ロータリーには1994年に

入会しましたので、今年で28年目になります。この間

たくさんの人と知り合い、たくさんの事を学ばせても

らいました。今話しました医業をやっていくについて

の有益な気づきも多くありました。本年度少しかもし

れませんが、恩返しをするつもりで皆様と一緒に進ん

でいきたいと思っています。 
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【今  回】会員数   51名  出席  28名    欠      席   7名   出席規定免除会員（7）出席 2名 ビジター 4名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   51名  出席  25名   メークアップ   0名   出席規定免除会員（7）出席 4名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2022～2023 年度 ＲＩ会長 / ジェニファー・ジョーンズ ガバナー/上村春甫 



その上で、今年度の国際ロータリー会長ジェニファ

ー・ジョーンズ氏は、2022-2023年度テーマ講演にお

いて、「イマジン・ロータリー」というテーマを発表

されました。その講演の中で、ロータリーには「不思

議な力」があり、それによって救われたいくつかの例

をあげられました。そして、その「ロータリーの不思

議な力」が発揮され、またそれをさらに大きくするた

めには、「多様性」「公平さ」「包摂」を踏まえた会員

の積極的参加が必要であり、そのために私達全員が何

ができるかを想像し、その想像したものが現実のもの

となるよう行動しなければならないという趣旨のこ

とを述べられました。 

今、私達は今まで経験したことのない状況に苦しん

でいます。 

わたくしも医師として診察・治療に携わる身ですの

でその切実さは身につまされるものがあります。まさ

にそうであるからこそ、難局を乗り越えるため、ジェ

ニファー・ジョーンズ会長の言われる「ロータリーの

不思議な力」を強め、発揮させる時であり、そのため

の多様性・公平さ・包摂を踏まえたロータリアンの積

極的参加を促すにつき、何ができるかを想像し、その

想像したものが現実のものとなるよう行動する時で

あると思います。わたくしがガバナーとして 地区運

営を行うにあたっては以上のことを基本とし、地区テ

ーマは『想像』して『創造』しよう・・・ロータリー

で未来を！とします。 

また、ジェニファー・ジョーンズ会長は、同じその

講演の中で、「ロータリーの不思議な力」の源泉とな

る多様性・公平さ・包摂を踏まえた会員の積極的参加

の鍵として「女性」「若者」「リーダーシップ」をあげ

ておられました。わたくしも現在の世界の流れからし

て「女性」「ロータリーの不思議な力」の源泉」「若者」

「リーダーシップ」こそ積極的参加の鍵であり、「ロ

ータリーのつながり」を強め、広め「ロータリーの不

思議な力」を大きくする鍵であると思います。そこで、

「地区活動及びクラブサポートの重点項目」を次の三

つとし、皆様とともに取り組んでいきたいと思います。 

ひとつ目は「女性会員の増強と女性会員の積極性と帰

属意識とが醸成されるような環境の整備」です。 

今、女性の参加と活躍の増進は、色々な分野における

多様性・公平さ・包摂 実現の取組みの中で中心的な

ものとなっています。 

ロータリーも今まで女性会員の増加には力を入れ

てきましたが、2022-2023年度は加えて、女性会員が

「ロータリーはおもしろいな」「ロータリーに入って

よかったな」と思えるような場や活動などを実現しし

ていきたいと思います。 

また、ジェニファー・ジョーンズ会長は「大切なの

は会員にとっての快適さと会員への配慮です」と先に

紹介しました講演の中で述べておられますが、責任あ

る仕事をやってもらうことも含め、女性会員の快適さ

「地区活動及びクラプサポートの重点項目」「女性会

員の増強と女性会員の桔極性と帰属意識とが醸成さ

れるような環境の整備」と女性会員への配慮とに思い

をはせ、女性会員の積極性と帰属意識とが醸成される

ような環境を整備していきたいと思います。 

この点「ロータリーの友」2022年4月号の「アンケ

ート・女性会員に聞きました」という企画の中で、「男

性女性を考えないクラブがいいです。気遣っていただ

くことが、居づらくなることもあります。共に歩むこ

とができればそれが素晴らしいことではないでしょ

うか」という女性会員の声が紹介されていました。ご

参考にして頂ければと思います。 

ふたつ目は「青少年活動の活性化」です。 

先程述べましたが、私は、サッカーJ1リーグのチーム

やバスケットB2リーグのチームのメディカルサポー

トをしていますが、それらのチームに若い新しい力が

加わった時のチームのめざましい変貌ぶりをまのあ

たりにしています。ロータリーの将来も考えたとき、

若い人の積極的参加は、「ロータリーの不思議な力」

を大きくするために不可欠であると思います。 

ロータリーは、インターアクト、ローターアクト、RYLA

（ライラ）、国際青少年交換等多彩な青少年関係プロ

グラムを持っています。 

「地区活動及びクラブサポートの重点項目」「青少年

活動の活性化」 

 これらのプログラムをより充実させ、若い人の積極

的参加を促し、「ロータリーによるつながり」を強く、

広くしていきたいと思います。 

みつつ目は「リーダーシップ開発活動の強化」です。 

女性会員やローターアクターをはじめ各会員がロー

タリーを本当に理解し自発的なモチベーションに基

づくリーダーシップを持てば、各会員はより積極的に

その力を発揮し帰属意識を持って、ロータリーに参加

できるようになると思います。それが、クラブの活性

化を促し「ロータリーによるつながり」を強く、広く

していくと思います。 

リーダーシップ開発ということでは、RLIがありす。 

リーダーシップを進めることが出来る潜在能力を有

するロータリアンを見出し、ロータリアンにとって重

要なリーダーシップ技能と質の高い教育を提供する

というRLIの目的については私も深く賛同するところ         



であり、RLI活動を活発化させていきたいと思います。 

「地区活動及びクラブサポートの重点項目」について

は以上ですが、「地区活動及びクラブサポートの重点

項目」「リーダーシップ開発活動の強化」「重点項目」

の基礎は「RI会長テーマ」ですので、「重点項目への

活動目標」には「RI会長テーマの理解と促進のサポー

ト」を加えたいと思います。RI会長テーマ「イマジン・

ロータリー」を理解し活用して多様性・公平さ・包摂

を具現化する活動ができるようサポートしたいと思

います。また、目標達成のため全クラブにロータリー

賞への挑戦を推奨したいと思います。何か一つ挑戦し

ていただくことでクラブに良い変化が生まれること

と思います。 

他の「重点項目への活動目標」は「月信7月号」に

掲載しておりますのでご参照下さい。 

「継続的な重要課題への取組み」については、「会員

の増強」「各種寄付の拡充推進サポート・アドバイス」

「RLIの活性化」「ロータリー奉仕デーヘの積極的参加」

「My Rotaryアカウント登録の増強」「クラブ活動計画

策定及びクラブ目標設定のサポート・アドバイス」の

6つとします。詳細は「重点項目への活動目標」と同

様「月信7月号」に掲載しておりますのでご参照下さ

い。 

 
「重点項目への活動目標」「RI会長テーマの理解と促

進のサポート」「継続的な重要課題への取組み」 

 以上今年度の地区方針をお伝えしましたが、皆様に

申すまでもなく各クラブは自治権を有しており、今日

迄貴クラブで培われてこられたものを尊重の上地区

方針を具現化して頂ければと思います。 

朝の来ない夜はありません。「ロータリーの不思議

な力」を信じこの年皆様とともに前に進んで行きたい

と思います。ご清聴ありがとうございました。 

《会長挨拶》 

               村瀨高広 会長 

本日は国際ロータリー第2740地区 上村春甫ガバナ

ー、第6グループ橋口佳周ガバナー補佐、山下雄司 地

区幹事をお迎えしての公式訪問です。ご来訪を心より

歓迎申し上げます。 

ご同行の佐賀ロータリークラブ 田島広一様歓迎申

し上げます。 

ガバナーより国際ロータリー、地区の方針のお話、

そして当クラブへのご指導よろしくお願い致します。 

上村ガバナーにおかれましては暑い中、連日の公式訪

問大変だと思いますが体調には十分ご注意頂ければ

と思います。 

また先日、緒方信行ガバナーエレクト主催の諫早で

開催させて頂きました、ロータリーファミリー（チー

ムＲＹＬＡ）設立準備委員会に山下地区幹事との 

ご参加ありがとうございました。 

さて、先週のお話をします。8月2日火曜日、テーブ

ル会を渡会会員に開催して頂きました。参加者は峯会

員、内海会員、私の4人でした。テーブル会とは現在、

皆さんにお座り頂いているテーブルのメンバーで親

睦を図る会のことです。 

今回は、大野地区での開催だったので内海会員にお世

話をして頂きました。 

素敵なお店を紹介して頂きとても楽しい時間を過ご

しました。またよろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 

8月4日木曜日、小西幹事と一緒に友好クラブの福岡

東ロータリークラブへメークアップに行ってきまし

た。大和会長、立花幹事のご就任の祝い、9月の卓話

のお願いに行きました。ご快諾頂きました。 

また、福岡東ロータリークラブの10月に開催される

職場訪問例会にもお誘い頂きました。 近よく聞く 

eスポーツ総合施設に行く企画です。 

会員の皆様には改めてご案内しますので友好クラブ

として是非ご参加お願いします。 

後になりますが、6日の第1回公共イメージ向上部

門九州4地区合同会議に出席の公門地区委員、お疲れ

様でした。 

また、昨日は、ロータリーファミリー設立準備委員

会で渡会会員、渥美会員、早田会員に次年度地区スタ

ッフとしてお手伝いありがとうございました。助かり

ました。 

 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

１.例会変更 

・佐世保東RC 

8月18日（木）、8月25日（木）休会 

定款第7条第1節（d）-（3）により 



・佐世保西RC 

 8月16日（火）合同例会のため振替休会 

8月17日（火）休会 

定款第7条第1節（d）-（3）により 

                              

・佐世保東南RC 

8月10日（水）指定休会 

8月24日（水）12：30～→19：00～ 

しぐれ茶屋（納涼例会のため） 

 

２.来 信 

・ロータリーの友事務所 

ロータリーの 8 月号    

 

・国際ロータリー日本事務局 

 ①第3地域ロータリー財団チームニュース第1号 

 ②ロータリーレート8月 1ドル＝133円 

      

・ガバナー事務所 

 ①2022～23年度 公共イメージ委員長セミナ 

開催のご案内（公門地区委員宛て） 

  日 時：8月20日（土）14：00～ 

会 場：大村市 中地区公民館 

 ②ガバナー事務所休業のお知らせ 

8月12日（金）～8月16日（火）  

 ③クラブ月報 提出について（お願い） 

 ④第27401地区 インターアクト委員会開催通知 

  日 時：8月20日（土）12時～14時 

場 所：旅館 綿屋 

 ⑤第2740地区 インターアクト年次大会終了の 

お礼 

 

３.依頼伝達 

①8/20（土）9時30分より諫早文化会館にて米 

山記念奨学生出前卓話研修会が開催されます。 

三谷地区委員よろしくお願い致します。 

②8/20（土）14：00より大村市 中地区公民館 

にて2022～23年度公共イメージ委員長セミナ 

ーが開催されます。緒方ガバナーエレクト、村 

瀨次年度地区幹事、公門地区委員、よろしくお 

願い致します。 

③事務局のお盆休みは8月13日（月）～8月15 

日（月）、8月17日（水）となりますのでよろし 

くお願い致します。 

④8月18日（木）18時30分より第2回理事会が 

開催されます。理事・役員の皆さまは今週10 

日（水）までに出欠のご回答を事務局までお願 

いします。 

⑤9月11日（月）に開催されますロータリー奉 

仕デー及び夏の家族会のご案内を本日、事務局 

より会員の皆様宛てに発信いたします。午前中 

は鹿子前地区の海岸清掃、午後は夏の家族会で 

皆さんで親睦を図りつつ変面ショー等をお楽 

しみ頂く会となっておりますので、是非、ご家 

族とご参加ください。出欠連絡の締め切りは8 

月26日（金）となっています。 

⑥8月15日（月）は特別休会となっております。 

 次回例会は8/22（月）ゲスト卓話 長崎県立 

大学 高橋百子様です。 

⑦佐世保市の感染段階が本日現在、レベル 2-Ⅱ 

となっております。クラブ例会運営基準に則り、 

同レベルにおいては、お弁当の持ち帰りとなり 

ます。次週以降も出欠連絡のお願いを事務局よ 

り配信します。 

お弁当の手配がございますので、締め切りまで 

にご回答頂きますようお願いします。 

 

 

《委員会報告》 

公共イメージ・雑誌文献委員会 松尾祐輔会員  

セルフボックスへ、ロータリーの友８月号を入れまし

たので、各自ご確認下さい。 

 

《来訪ロータリアン》 

・佐賀 RC 

第 2740 地区ガバナー 上村春甫 様 

 地区幹事  山下雄司 様 

 地区副幹事 田島広一 様（随行者） 

 

・佐世保中央 RC 

第 6 グループガバナー補佐 橋口佳周 様 

 

 

 

《ロータリーの友８月号紹介》 

公門新治 公共イメージ・雑誌文献委員長 

・横組み P7 

 特集 会員増強 

 多様性のあるクラブづくりへ 女性会員を増強し

よう 

近年RIでは、各クラブでの女性会員の比率を上げ 



本日の合計  41,000 円    累計 270,000 円 

IT 会報委員会 委員長 / 松田信哉   委員 / 松田亜由美 松尾祐輔 （記事担当 松田亜由美） 

るように会員増強、維持をしましょうと目標が掲げ 

られています。今回の特集では、女性会員向けのア 

ンケートの結果や、意見が多数掲載されています。 

世界のロータリーの女性会員の比率は25％です。 

日本ではわずか7.3％と世界に比べると低いです。 

ジェニファー・ジョーンズRI会長は30％を目標に 

しました。佐世保北RCでは現在4名の女性会員が 

入会されていますが、今後更に女性会員に入会して 

いただくには、今回の記事を参考に会員増強、維持 

をしていかなければいけないでしょう。 

・縦組み P20 

  友愛の広場 皆で「四つのテスト」を写経！ 

 3月号「この人訪ねて」に紹介された仏画師の河内

長野高野街道RC浅井会員に連絡をいれて、ロータリ

アンの為に考案されたという「四つのテスト」が書

かれた写経用紙を送っていただき、日本ロータリー

Eクラブ2650会員全員で体験されたそうです。この

ように、バッジ1つで色々な地区や、クラブ、会員

との出会いがあるのもロータリークラブの醍醐味

ではないでしょうか。 

・縦組み友愛の広場のあちこちに、自慢のペット写

真紹介の「うちの子」というコーナーがあります。

写真、ペットの名前、100字以内の原稿で投稿して

みませんか？ 

 

 

《ニコニコボックス》 

山下雄弘 親睦活動委員 

 

国際ロータリークラブ 2740 地区 

ガバナー 上村春甫 様 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

国際ロータリークラブ 27040 地区 

第６グループガバナー補佐 橋口佳周 様 

先週のガバナー補佐訪問では、大変お世話になり、又

心暖まる歓迎をして頂き心より感謝いたします。 

本日は、上村ガバナーの公式訪問でございます。 

ＲＩ及び地区の方針についてのガバナーのお考えを

発表して頂きます。皆様どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

国際ロータリー第 2740 地区上村春甫ガバナー、第６

グループ橋口佳周ガバナー補佐、山下雄司地区幹事、

田島広一地区副幹事のご来訪、会員一同心より歓迎い

たします。本日の例会は、上村春甫ガバナーの公式訪

問です。ガバナーじきじきにお話頂ける貴重な機会で

す。会員一同、しっかりと拝聴いたしますのでよろし

くお願いいたします。 

 

緒方信行 会員 

本日は、国際ロータリークラブ第２７４０地区上村春

甫ガバナー、第6グループ橋口佳周ガバナー補佐、山

下雄司地区幹事、田島広一地区副幹事のご来訪を心よ

り歓迎いたします。 

上村ガバナーの一年間のご活躍を、期待いたします。 

昨日は、お忙しいところ、諫早のセミナーにもご参加

いただき、誠にありがとうございました。 

 

永田武義 会員 富田耕司 会員 藤井良介 会員 

峯 徳秀 会員 渡会祐二 会員 三谷秀和 会員  

松田信哉 会員 松永祐司 会員 近藤竜一 会員  

西沢 寛 会員 井上隆三 会員 茶村亜子 会員 

村上英毅 会員 早田貴志 会員 内海一洋 会員 

中村祐二 会員  山下雄弘 会員  山口貴史 会員 

松尾祐輔 会員 井手誠博 会員  鐘ヶ江和重 会員 

野口好太郎 会員  荒木利恵子 会員  

本日は、国際ロータリークラブ第2740地区上村春甫ガ

バナー、第6グループ橋口佳周ガバナー補佐、山下雄

司地区幹事、田島広一地区副幹事のご来訪を心より歓

迎いたします。 

本日のガバナー公式訪問、大変楽しみにしておりまし

た。しっかりと拝聴させていただきます。 

 

 
 

 


