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みなさんこんにちは。最

近は地上波テレビで野球の

放映が減ったように思いま

せんか？コロナ禍でスポン

サー企業が付かないのもあ

ると思いますが、色々なス

ポーツ競技があるので昔の

ように野球だけの放映を行

うということが少なくなっ

て来たのではないかと思います。また、スポーツ番組の

視聴が有料放送になってきたのも影響があると思いま

す。 

色々なスポーツがある中で、私の趣味の一つトライ

アスロンの事ですが、五島長崎国際トライアスロン大

会（バラモンギング）の開催が中止になりました。出場

者 893 名（女性１３７名）で 6 月 26 日（日）に大会を

行う予定でしたが、新型コロナウイルスに対する五島

市の医療体制、ボランティアへの感染の安全性、安全な

大会運営おこなうことが出来ないため中止となりまし

た。 

まだまだ、集会やイベントを開くときには十分に気

を付けて開催していかなくてはなりません。気を緩め

ることなくロータリー活動をして行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

１． 例会変更・休会 
＊佐世保北ロータリークラブ 

   ６月１３日（月）１２：３０～          

     夜間例会を自粛する方針のため 

休会 ６月２７日（月） 

 

＊佐世保東南ロータリークラブ 

   ６月２２日（水）１３：００～ 

     創立記念植樹セレモニーのため、 

九十九島動植物森きららにて 

６月２９日（水）１９：００～ 

     新旧交代式のため、しぐれ茶屋にて 

 
２． 来信 

■国際ロータリー日本事務局  

 ６月のロータリーレート １ドル＝127 円 
■ガバナー事務所 

  新型コロナウイルス感染症に関する 

ロータリー友事務所の対応について 

 

 

 

 

 
 
本田 実 会長 ・ 岡 光正 副会長 ・ 田添 直記 幹事 

皆様、こんにちは。いよいよ今年度最後の月に突入し

ました。三役揃って最後まで元気よく走り抜けてい

きたいと思います。 

さて、本日のプログラムは、クラブビジョン委員会担

当の第８回クラブフォーラムとなっております。 

ロータリーの発足や四つのテストに関する話など、

ロータリーの基礎に関する事項がテーマと伺ってお

ります。これを機会に、ロータリーとは何たるかを顧

みていただきたいと思います。 

ご清聴のほどよろしくお願いいたします。 

 

橋口 佳周君 
５月２７日の私のガバナー補佐激励会には多数の方

にご出席いただきましてありがとうございました。

また、牛島パストガバナー補佐はじめ皆様方から激

励の言葉をいただきまして、重ねてお礼を申し上げ

ます。いよいよ残り１か月足らずで新年度が始まり

ます。皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

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９７.７２％：会員数４８名・出席３５名・欠席２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７９.５４％：出席２７名・メークアップ０名・出席規定免除会員８名 
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牛島 義亮君 
今日は長崎で長崎県生活衛生同業組合（飲み屋さ

ん、ホテル業、クリーニング業など衛生に関わる業

種の組合の集まり）の理事会に出席しなければいけ

ないので例会及び理事会を欠席します。それで藤井

君に託しました。藤井親睦委員長に皆さんいつもニ

コニコお願いしろといっているクラブ管理委員長の

立場上あと残り僅かの回数なのでほっとしている所

です。夜の中央会は出席しますので、藤井君に立て

替えてもらった１０００円は返します。安心してく

ださい。 

 

大久保 厚司君 
第３１代佐世保中央ＲＣ会長、本田 実君、あと１

ヵ月！皆様の温かい見守りをお願いします。 

 

前田 眞澄君 
昨日は次年度の国際奉仕田雑 豪裕大委員長、はじ

め、倉科 聡一郎国際交流委員長、ロータリー財

団・米山 岡 光正委員長、それぞれの委員会メンバ

ー出席１００％の有意義な顔合わせをして頂き、あ

りがとうございました。特に田雑委員長におかれま

してはいっぱいいっぱいお金を使って頂き合わせて

ありがとうございました。前回、香月次年度幹事の

クラブ協議会で出来よ良し悪しで残り半分のニコニ

コをしますとの事でしたので、よく出来ましたので

５口します。 

 

八重野 一洋君 
先週の木曜日から５日間の日程で手術のため入院そ

して無事退院して参りました。体験談は後ほどお話

させていただきます。 

 

稲次 賢一君 
ある、酒宴の席で私がよっぱげて大先輩を叩きなが

ら笑っていた様子を別の先輩に目撃されてお叱りを

受けました。時にお酒は人を壊すことを思い出しま

した。本当にすみません。最後まで怒らずに話を聞い

てくれた田雑先輩ありがとうございました。 

 
片桐 康利君 

先週、東京のビッグサイトで環境展がありました。人

はいつもより少なかったです。新しい機械などもあ

りましたが、半導体をはじめ、様々な物が不足してお

り発注しても１年後などまだまだコロナ等の影響が

大きく残っているなぁと思いました。 

 
川上 仁哉君 

皆さんこんにちは。ランニング部からの報告です。こ

の時期といえば皆さんご存知の通り、トレイルラン

ニングです。今回はショートコースの２５㎞にエン

トリーして３００ｍの平地から１１００ｍの頂を往

復してきました。結果は５時間１６分で２６０人中

の１０１番でした。また来月もエントリーしている

ので山登りしてきます。 

 

馬渡 圭一君 
皆様こんにちは。ロータリー活動の次にＹＥＧを頑

張っている馬渡です。お手元にお配りしているＹＥ

Ｇからのアンケートにつきましては、ＹＥＧが毎年

佐世保市に政策提言をしている関係で収集している

ものです。雇用に関するニーズの聞き取りが内容と

なっています。色々と政策を練って佐世保をよくし

たいという思いは皆様も同じだと思いますので少し

だけお時間をいただいてご協力いただけたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

藤井 寿人君 
私事ですが、とんこつラーメンが大好きです。最近分

かったのですが、コッテコテのとんこつラーメンを

食べると９割がたお腹をくだします。好物なのに体

に合わない事を認めたくないのでニコニコします。 

 

 

本日の合計       77,702 円 

本年度の累計     943,202 円 

 

 

 

 

 

 

 

◆クラブビジョン委員会◆ 
 
 

会長エレクト 前田 眞澄君 
 

本日の例会はクラブビジョン委

員会による第８回クラブ協議会

と成っています。 

タイミング的に先日お話ししま

した規定審議会の採択報告書が地区から来ていますの

でそのご報告をしたいと思います。 

その前に、クラブビヨン委員会とは 「これからのク

ラブ運営につて短期・中期・長期の面で総体的な指針

を策定する役割を担うものとする。また、以下の分野

の役割をも担うものとする１．職業分類 ２．年間プ

ログラム  ３．ロータリー情報  ４．会員選考」

以上がクラブビジョン委員会の主な活動内容と成りま

す。 

このビジョン委員会は岩政年度に発足され、その初代

委員長は池永隆司直前会長です。 

そしてその池永会員が会長年度の時にクラブビジョン

委員会に変わり戦略計画策委員会の設定が RI 並び地

区方針として出てきました。当時の第 2740 地区のガ

バナーは鹿島 RC の花島ガバナーでガバナー捕佐は佐

世保北 RC の緒方信行さんでした。その年度の当クラ

ブの現況と活動計画書の中の第 2740 地区ビジョンの

文章に令和 2 年 3 月 17 日現在での戦略計画委員会の

発足状況が第１G０、第２G２、第３G０、第４G０第５
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G２、第６G１（佐世保中央 RC）、 第７G１ 第８G

１、第９G１、第１０G１、５６クラブ中９クラブ

（16.1％）と記載されていました。これを見ますと佐

世保中央 RC は第 2740 地区においては早い段階で戦略

計画委員会を立ち上げていたのですが、委員会名はク

ラブビジョン委員会の名前のままでした。来年は委員

会の名前を「戦略計画委員会」に変更しての組織を考

えています。もちろん委員会の活動内容は変わりませ

ん。地区との足並みをそろえるとの意味合いの改名で

す。さて、規定審議会の報告書を皆様にお配りしてい

ます。それに基づいてお話ししたいと思います。今年

制定案が 94 件提出されその内 29 件が採択されまし

た。29 件の内日本から出された制定案が 7 件占めてい

ます。24％の占有率です。また、日本からの制定案は

31 件が出されました。採択率は 22.6％です。約 7 件

に 1 件採択されたことに成ります。この数値が高いか

低いかは全世界に RC が存在する国や地域が 200 とす

ると高い方かもしれません。但し 200 の国や地域全部

が制定案を出しているわけではないのですが。会員の

皆様に直接関係する制定案から幾つかご報告すると立

法案番号 22-46 ですが、これは RI から提出されたも

ので人頭分担金が 2022-23年から 3 年度間スライド的

に金額が上がっていくということです。前回 2019 年

度にありました規定審議会でも人頭分担金のスライド

的な値上がりは有りましたが、今回ほどの金額ではあ

りませんでした。次に立法案 22-72 ですが、これは日

本から提出された立法案で、地区の境界の変更基準を

変更する件です。現在日本は 34 地区、2,233 クラブが

有り、約 85,000 名の会員がおります。日本から出さ

れた立法案ですので、当然実行される可能性が高いの

ではと思うのですが、この 34 地区と 2,233 のクラブ

数が変わる可能性が有るということです。最後に当地

区第 2740 地区から提出された立法案番号 22-90「メー

クアップの期限を欠席する例会の前後 14 日間にす

る」という案件でしたが、残念な結果ですが否決され

ました。但し単位クラブにはかなり柔軟な裁量権を与

えられていますので、今回の規定審議会による採択案

を全てクラブに取り入れるかどうかは我々が属してい

る関係性の深い地区の意向に沿って行かなければ成ら

ないのではないかと個人的には思っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：宮﨑宗長君  

次回例会６月９日１８時３０分～ 

 

 

 


