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みなさんこんにちは。今日

はどんよりとした曇り空で

すが、五月晴れの雲一つない

時など地面から青空をずっ

と眺めていたい時がありま

す。逆にドローンを使って上

空から見る景色は、鳥になっ

た様でまた違った気持ちに

なるのかもしれません。さら

に、それより高い飛行機、その上の宇宙から見る景色は

また一段と違ったものではないかと思います。 

昨日、宇宙飛行士の野口さんが 宇宙航空研究開発

機構（ジャクス）を退職して、研究機関などで活躍して

いく発表されました。 

退職の理由を【搭乗をを待っている後輩の宇宙飛行

士、新たに選抜が始まった新人 宇宙飛行士に道を譲

りたいと考え決断した】と発表されました。 

今日は次年度の理事の計画発表です。本年度の理事、

役員も残り 1 ヶ月となってきました。次年度、活躍をし

ようと待っている前田くんにうまくバトンが渡せれば

と思います。 

 

 

 

 

１．来信 
■ガバナー事務所 

  2022-2023 年度 公式訪問・クラブ協議会日程表  

   ガバナー公式訪問 ７月２８日  

   ガバナー補佐訪問 ７月１４日 
 

■ガバナーエレクト事務所 

  2022-23 年度ＲＩ第３地域  

「戦略計画推進センター」 開催のご案内 

  ７月 10 日（日） 対象：次年度 ガバナー補佐 

  場所：神戸ポートピアホテル 

 
 
 
佐世保南 RC 日高大輔様 山縣昌彦様 
佐世保南ＲＣに入会しました、新入会員の日高大輔

と山縣昌彦です。本日はメークアップいたします。今

回お会いする事が出来ませんでしたが、コロナが落

ち着きましたら是非お会いできるのを楽しみにして

おります。 

本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 
皆様、こんにちは。今年度も残すところあと一か月と

なりました。いよいよ次年度も本格気に走り出して

いるころですが、本日のプログラムは、第８回クラブ

協議会となっております。次年度の幹事である香月

会員に担当していただき、次年度の計画をお話して

いただきます。協議会ですので、皆様もご質問等あれ

ば積極的にご発言いただければ幸いです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

牛島 義亮君 
市内８RC親睦ゴルフ大会とりあえず終わりまして、

準備から運営をしていただいたメンバーの皆さま、

ありがとうございました。私自身の成績は聞かない

でください。 

崎元 英伸君 
５月２２日皆様のご協力で無事に佐世保市内８RC親

睦ゴルフ大会を終える事が出来ました。ありがとう

ございました。 

四元 清安君 
藤井委員長にカツアゲされました。毎年ニコニコの

予定額に達していない委員長は、この時期目が血走

ってきているみたいです。 

本田 実君 
市内８RC 親睦ゴルフ大会無事に終了できて、ありが

とうございました。結果は・・・。ニコニコします。 

前田 眞澄様 
本日は次年度幹事香月章彦君によります、クラブ協

議会となっています。次年度の各委員長の皆さんに

おかれましてもよろしくお願いいたします。取り敢

えず半分ニコニコします。あとの半分は今日の出来

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：片桐康利、橋口輝宗、福田英彦、西村浩輝 

田雑豪裕、大久保厚司、崎山信幸 

本日の出席率８４.０９％：会員数４８名・出席２９名・欠席６名・出席規定免除会員８名・ビジター０名 

前々回の修正出席率８３.７２％：出席２９名・メークアップ０名・出席規定免除会員７名 
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具合で決めます。よろしくお願いいたします。 

芥川 圭一郎君 
皆様のご協力のお陰をもちまして、市内８RC 親睦ゴ

ルフ大会及び懇親会を無事に終える事が出来ました。

ありがとうございました。 

吉野 英樹君 
市内８RC 親睦ゴルフ大会お疲れ様でした。幼少期よ

り砂遊びが大好きで、３０回くらいバンカーで遊ん

でいました。おかげでブービー賞を死守する事がで

きましたのでニコニコします。 

稲次 賢一君 
牛島宅の冷凍庫を汚したあげく、親睦ゴルフ大会で

は不快ない結果となりました。スミマセンという事

でニコニコします。 

藤井 寿人君 
先日、法人会総会にて講師のアテンドをさせていた

だきました。講師はパラリンピックゴールボールの

選手でロンドンでは金、東京では銅と素晴らしい成

績を残された浦田理恵さんでした。初めて金・銅メダ

ルに触る事が出来、良い経験ができたので、ニコニコ

します。 

 

 

本日の合計      18,000 円 

本年度の累計     865,500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第８回 クラブ協議会◆ 
 

会場監督委員会 
ＳＡＡ 井手 陽一君 

次本年度もコロナ渦の中での例会

運営となります。例会にあたり、

マスクの着用検温、手指消毒を徹

底します。また、会場内の換気等

を毎回確認していきます。また、

例会司会者は事前に本人に確認し、当日は早めに準備

をします。 

 
クラブ管理運営委員会 

井上 亮委員長 
クラブビジョン委員会、式典例

会・出席委員会、親睦例会活動委

員会の三委員会を担当しサポート

していきます。当委員会が管理す

る三委員会はどの委員会もクラブ

の重要なポストにあり特に若い委員長なので十分なコ

ミュニケーションを取りサポートに努め円滑な運営を

目指します。 

クラブビジョン委員会 
四元 清安委員長 

当クラブの５年後，１０年後を

見据えたクラブ運営の全体像を検

討し，対内的活動のベースとなる

指針及び対外的活動のベースとな

る指針の策定を協議していきたい

と思います。 

・今年度のプログラムについては，コロナウイルス

感染状況等を考慮して機動的に内容の調整等を提案し

ていきます。 

・委員会内にて中長期的な視点での当クラブ目指す

べき将来像（創立３５周年における活動方針も含みま

す。）を協議し，その結果について適宜会員の皆様と

情報共有していきます。 

・他クラブと当クラブの運営を比較検討する機会を

設け，当クラブが取り入れるべき運営手法があれば，

その採用を提案していきます。 

・ロータリー情報については，ロータリーの成り立

ちや目的など，活動の基本となるべき情報を積極的に

提供していきます。 

 

式典例会・出席委員会 
澤田 磨委員長 

新型ウィルスとの共存を模索し

ていく中で、会長・副会長・幹事

交代式、創立記念例会、新年例会

を通常の企画に戻していくことを

目標にします、また例会の正確な

出席報告に努めていきます。 

家族納涼例会（8月）忘年家族例会（12月）延寿会

（2月）そして例会でのニコニコ BOXを通し、会員同

士の交流の場を創造し、相互理解を図るための企画運

営をしていきます。 

 

親睦例会活動委員会 
稲次 賢一委員長 

 親睦例会活動の理念を踏まえた

プロジェクトの遂行により、会長

の目指す佐世保中央ロータリーク

ラブの未来を実現する一翼を担わ

せていただきます。副委員長、委

員会メンバーの教えを請い、クラブ管理運営委員長、

幹事のご指導の下、会員の為の親睦例会活動はもとよ

り、自己研鑽の場とさせていただきます。 

 

公共イメージ・会報委員会 
田中 啓輔委員長  （香月君代読） 

当クラブの活動記録として、充実した内容の会報誌

となるように作成していきます。外部に対しても積極

的に情報発信できるようにしていきます。 

発言者の原稿をもとに、委員長・副委員長が編集

し、委員全員が確認を行い、最終的な会報誌作成を行

います。ホームページの内容も定期的に確認し、わか

りやすい内容にします。 
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会員増強委員会 
宮﨑 宗長委員長 

近年のコロナ禍で、会員拡大活

動が制限される中ではありました

が、年齢的にも若い方の入会が増

えました。今年度も一人でも多く

の会員増強を図り、会員数５０名

超の達成に向け、当委員会メンバーと他の委員会とも

連携しながらきめ細やかな活動を行っていきたいと思

います。皆さまからの情報提供、ご協力もよろしくお

願いします。      

歴代の会員増強委員長とコミュニケーションを深め

ながら情報収集を行い、定期的な委員会を開催し、入

会候補者情報を共有して会員増強を図っていきます。

また、候補者の例会体験やオープン委員会の開催、新

入会員に対しては歓迎会を開催し皆さまとの交流の場

も提供していきたいと考えています。 

 

職業奉仕委員会 
橋口 輝宗委員長 

様々な企業が、意義のある事業

として、倫理ということが必要と

なってくると思います。コンプラ

イアンスに加えロータリーではさ

らに高度な高潔性を高め倫理の向

上に寄与する活動を行って行きたいと思います。 

職業奉仕に関する卓話を行い、皆様で奉仕の心を考

える機会を作って行きたいと思います。また、映画例

会として例年どおり社員、家族を招待する形でシネマ

ボックス太陽様のご協力を頂き開催したいと思いま

す。 

加えて、職場訪問例会もしくはゲスト卓話も行い、

奉仕の心の理解を深める機会としたいと思います。 

 
社会奉仕委員会 

吉野 英樹委員長 
クラブ方針、会長の方針に沿い

ながら、これまでの取り組みを十

分考慮して地域社会との連携と交

流を行っていきます。それに伴

い、青少年奉仕委員会と連携し

て、地区補助金を活用した事業を展開します。 

 

 

青少年委員会 

藤井 寿人委員長 
青少年奉仕の理念を踏まえたプ

ロジェクトの遂行により、会長の

目指す佐世保中央ロータリークラ

ブの未来を実現する一翼を担わせ

ていただきます。 

副委員長、委員会メンバーの教えを請いつつ、奉仕プ

ロジェクト委員長、幹事のご指導の下、青少年の育成

以上に自分自身も育成でればと考えております 

 

 

国際奉仕・ 
ロータリー財団委員会 

田雑 豪裕委員長 
国際奉仕の目的は、ロータリア

ンや一般の人々のあいだに理解と

善意を育むことがロータリーの国

際奉仕の明確な任務であると言わ

れております。基本方針としては、「奉仕の理想に結

ばれた事業と専門職務に携わる人の世界的親交によっ

て国際間の理解と親善と平和を推進する」ことです

が、新型コロナ禍の中で我国の経営・雇用に及ぼす影

響も長期化し、今後アフターコロナ期を見据えた経済

活動の取組みを行うことが課題であります。身近な所

から国際奉仕の輪をひろげ、佐世保が地方創生と観光

の街として未来の実現を目指して、新しい価値の創造

に向け活動していきます。 

 

国際交流委員会 
倉科 聡一郎委員長 （香月君代読） 

 本年度は国際姉妹クラブの韓国蓮山ロータリークラ

ブのメンバーとの５年に一度の交流年度に当たらない

ため訪問もしくは来訪はありません。 

長引くコロナ禍ということもあり、今までのような直

接的な国際交流は難しいかもしれませんがアフターコ

ロナ期を見据えて、国際交流の輪が広がるような活動

を模索したいと考えております。今までどおり蓮山ロ

ータリークラブとは、メールなどを使いながら、交流

を継続します。 

コロナ禍で普及・発展したズームミーティングなど

の新たなツールを活用した国際交流を行いながら、他

の都市や今までなかったような地元の国際交流をも模

索していく所存であります。 

 

ロータリー財団・ 
米山奨学委員会 

岡 光正委員長 
１．ロータリー財団・米山奨学委員

会に関する会員の教育 

２．ロータリー財団・米山奨学委員

会の補助金を活用した事業支援 

（奉仕プロジェクト委員会） 

３．ロータリー財団・米山奨学委員会への寄付 

上記、3項目を活動のスキームとして委員会活動を執

り行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：四元清安君  

次回例会６月２日１２時３０分～ 


