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2019～2020年国際ロータリーのテーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（Rotary Opens 

第6区ガバナー補佐 緒方　信行

【　佐世保東南ロータリークラブ　】
創　立 平成4年3月19日 例会場 ホテルオークラJRハウステンボス

四
つ
の
テ
ス
ト

 1.　真実かどうか 　　　2020年-2021年度

 2.　みんなに公平か 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク

 3.　好意と友情を深めるか 第2740地区ガバナー 花島　光喜

 4.　みんなのためになるかどうか

R I 承 認 平成4年5月6日 例会日 毎週水曜日　12時30分～13時30分

事務局所在地
佐世保市上町2番12号　佐世保建設会館4階2号

TEL 0956-76-8642　　FAX　0956-76-8643

森内 ・ 田中 ・ 古川（正） ・ 徳住 ・ 里元 ・ 吉富 ・ 太田 ・ 池田（隆）

2020-2021年度 会長　　西田　賢一 幹事　　太田　義裕

◎　ビジター　（1名）

◎　本日の欠席者（17名）

森内 ・ 古川（正） ・ 徳住 ・ 山口 ・ 太田 ・ 池田（隆） ・ 浦 ・ 柏木

豊竹 ・ 肥後 ・ 前川 ・ 平山 ・ 大島 ・ 井澤 ・ 林田 ・ 坂井 ・ 井元　　　会員

◎　前回のMake-Up（3名）

　免除会員　：　松尾 ・ 谷山 ・ 森山 　　　会員

◎　前回の欠席者（19名）

佐世保北ＲＣ　　　　村瀬高広　様

浦 ・ 柏木 ・ 豊竹 ・ 前川 ・ 平山 ・ 大島 ・ 井澤 ・ 林田 ・ 中村 ・ 坂井 ・ 井元　　　会員

本日の出席
2020.11.11

会員数　38名 出席数　　21名 欠席者　　17名 出席率

前回の出席
2020.11.4

出席者数　　　
　19名

Make－Up(免除会員）　　
　3　名 欠席者　　19名 補正出席率

◎　来信 ・ 月信 ・ 週報

　　　週　報



19 日 （木） 12:30 ～
26 日 （木） 12:30 ～

11月 24 日 （火） 12:30 ～

<資料>

開催日

受付開始

開会点鐘

懇親会

第３部

登録料：1.000円/懇親会費：5.000円

場所

「ロータリーとは？」

ゲストパネラー　
第１部

17:00

第２部ホテルフラッグス九十九島　
　　　　　　鹿子前町740　　　
　　　　　　　　　　　　　
（0956-28-2111）

千葉憲哉氏（諫早北RC　2019-2020年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ）

千葉まさ子氏（諫早南RC 2014-2015年度ガバナー補佐）

「ロータリーを理解し分かち合おう」

コーディネーター

富田耕司氏（佐世保北RC　2007-2008年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）

懇親会　　（ホテルフラッグス九十九島）　90分

12:30

14:00

２０２１年１月３１日（日）

国際ロータリー第２７４０地区　第6グループ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０-２０２１年度　インターシティ・ミーティング参加のお願

い

会　　場

◎　例会場 ・ 事務所等変更等

クラブ名 月　　日 時　　間

佐世保東RC 11月
変更　12：30→18：30　

休会
ハウステンボス　　

　　佐世保RC
変更　12：30→18：30　

◎ 西田会長挨拶

皆さん、こんにちは。本日は緒方ガバナー補佐、佐世保北RCから村瀬さん、ご来訪ありがとうご
ざいます。11月に入って朝晩急に寒くなって衣替えするには少し早いかなと思ったり、昼間は暑
いので、皆さん、風邪など引かない様に、十分注意されて下さい。病院に風邪で行った際もコロナ
との境で保健所に連絡してくれたり色々あるらしいです。簡単に受診しにくくなるのではと思うの
で十分注意されて下さい。先週、理事会で高比良会員の方から案が出されたんですが、認可幼
稚園で魚の食育のイベントがあっているという事で、その中で、もし良かったら当クラブから魚（ブ
リ）の購入代金約3万円程度ですが寄付をお願いできないかという事でした。当クラブは9/23に市
のコロナ対策課へ現金の寄付をさせて頂きましが、今回は初の民間への寄付という事になります
が皆さんいかがでしょうか？ひとつの民間に。毎年寄付と言うのは難しいと思うので、まずは今年
度だけという事になりますが皆さん、よろしいでしょうか？【出席会員賛同】という事ですので寄付
の方をさせていただきます。では、本日も宜しくお願い致します。

皆さん、こんにちは。本日は貴重なお時間をこうやって作っていただきまして誠にありがとうござ
います。本日はIMについて詳しくお話致します。パストｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の森山さんもいらっしゃいます
が、IMに関しましては大変御苦労されたと思います。このコロナ禍という事ですが、私共はギリギ
リまで開催する方向で行きたいと考えております。実は昨日、鹿島RCの花島ガバナーの所へも
ご挨拶に行きまして、ご説明したところ、ガバナー補佐に任せると言うお言葉を頂き、関係第6グ
ループの例会にお邪魔して、お願いに来た次第でございます。是非とも、3年未満の会員と言わ
ずに、全員登録・全員参加を目指て来ていただきたく思っております。その前にIMの栄えある実
行委員長が、胸張って来ておりますので、村瀬高広実行委員長に挨拶をさせて頂きたいとおもい
ますので、よろしくお願い致します。

☆第三回　国際ロータリー2740地区第6グループ緒方信行ガバナー補佐訪問

◎　第6グループ　緒方信行ガバナー補佐ご挨拶

◎　佐世保北ロータリークラブ　村瀬高広実行委員長ご挨拶

東南ロータリークラブの皆さん、こんにちは。北ロータリクラブの村瀬でございます。IMの実行委
員長という、私にはかなり荷が重い役を仰せつかりまして、身が引き締まり思いでございます。ま
ずは、皆さんに楽しんでいただけるようなIMを今、企画している状況でございます。内容としまし
ては、資料を作成してお渡ししております。<資料参照>２部制のパネルディスカッションうをやらせ
ていただきます。各クラブからも、約１名ご協力いただいて、皆さんに楽しんでいただける様にパ
ネルディスカッションにしたいと思っております。今回は他ｸﾗﾌﾞとの親睦などを目的として是非やり
たいと考えておりますので、東南ロータリークラブの皆様にも参加していただいて、親睦を深めて
いきたいと思いますので、ご参加とご協力を宜しくお願い致します。



・・・

・・・

・・・

ゲストパネラーとして前ガバナーの千葉さんがいらっしゃるという事
ですが、まさ子さんとは奥様ですか？

東南RC 松田会員 ・・・

お聞きいただきありがとうございました。コロナ禍で、出席率100％もままならない中ではございま
すが、IM　インターシティ・ミーティングとは地域の会議でございましてIM開催につきまして、ガバ
ナーからもガバナー補佐の裁量に任せるということで、2740地区では地区大会がございます。全
56クラブ2400名ほどの会員数、約1500名ほど登録して運営しております。今年度は11月に開催
予定とされていましたが、今のところ延期となり、来年の5月の予定となっております。昨日もガバ
ナーとお話しましたが、まだどうするか非常に迷っている状況でした。したがいまして、我々も以
前のIMは、第4グループ・第5ｸﾞﾙｰﾌﾟ・第6グループの3つが集まって、500名～700名、遠くは伊万
里、唐津、北松から集まっておりました。ですが、今回はこのような状況で、密になるのはまずい
と思いまして、第6グループだけにしました。今回全員に登録いただくと、200名ちょっとで、ホテル
フラッグスさんは500名収容可能なﾎｰﾙがありますので、ソーシャルディスタンスを保てるホテルフ
ラッグスさんを選ばせていただきました。コロナ禍ですが、経済効果も含めました、皆さんで励ま
し合い頑張って行こうという事で、是非、ギリギリまでやりたいと思っております。ですが、年明け
にやむなく中止にするという場合があるかもしれませんが、まずもって、こうやって行動しなけれ
ばならないと思いやって参りました。先日の鹿島ＲＣにお邪魔した際、米山奨学生の方の卓話が
あっておりました。卓話の中に、米山奨学のお陰で勉強する時間が増え大変ありがたいと言って
おりました。10月は米山奨学月間、11月はロータリー財団月間です。是非とも寄付をして、世界
のため、世のため、子供達のためになることを、ロータりーは非常に素晴らしい活動をしておりま
す。この機会に勉強して盛り上げて行って欲しいと思います。お時間が来ましたのでご挨拶とさせ
ていただきます。本日は誠にありがとうございました。

・・・
今回は第６グループの、南RC・東RC・北RC・中央RC・東南RC・ハ
ウステンボスRCの６クラブにお声掛けさせていただきます。

北ＲＣ　村瀬高広実行委員長と　　　　　　　　　　
　　緒方信行ガバナー補佐

2740地区第6グループ緒方信行ガバナー補佐

◎　緒方信行ガバナー補佐

村瀬実行委員長 ・・・
はい、ご夫婦でいらっしゃいます。以前、ガバナー補佐もなさったと
いうことでロータリー活動に御熱心なご夫婦でいらっしゃいます。ご
質問がなければ以上です。

東南RC 松田会員 ホストクラブはどこですか？

村瀬実行委員長 北RCです。今週からIMｷｬﾗﾊﾞﾝとしてお邪魔させていただく予定です。

【　質疑応答　】

東南RC 松田会員 この会には、どれくらいのクラブが該当するのですか？

村瀬実行委員長



・・・

・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

君 ・・・

松　尾 緒方ガバナー補佐、本日はご来訪誠にありがとうございます。

松　田 緒方ガバナー補佐、本日はご来訪誠にありがとうございます。

佐世保東南ロータリークラブ　　　：　　２０２０年１２月16日（水）　　忘年会例会　

牟　田
北ＲＣ緒方ガバナー補佐、村瀬さん、ご来訪ありがとうございます。　　　　　
　　　　ニコニコします。

森　山
緒方ガバナー補佐のご来訪誠にありがとうございます。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　今日1日宜しくお願い致します。

平　地 緒方ガバナー補佐のご来訪にニコニコします。

◎　伝達事項

高比良
緒方ガバナー補佐、村瀬高広君ご来訪誠にありがとうございます。　　　　　
　　　　ニコニコ。

2740地区　　　　　　　　　
　　第6グループ　緒方
信行　　　ガバナー補佐

佐世保北ＲＣ　　　　　　　　　
　村瀬高広ＩＭ実行委員長

西　田
お疲れ様です。今日はガバナー補佐訪問です。緒方ガバナー補佐、よろ
しくお願いします。ＩＭｷｬﾗﾊﾞﾝ隊、村瀬さんよろしくお願いします。

井　上
緒方ガバナー補佐、村瀬さん、ご来訪ありがとうございます。天気良く、ゴ
ルフにいいシーズンですが肩が痛い（泣）ＢＵＴ頑張ってます。ニコニコして
仕事に遊びに頑張ります。

鎌　田 緒方ガバナー補佐のご来訪にニコニコします。

里　元
ご苦労様です。第3回ガバナー補佐訪問ありがとうございます。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　宜しくお願い致します。

ニコニコBOX

本日は、お世話になります。来年、1月開催予定のＩＭの件でお願
いに参りました。何卒宜しくお願い致します。

佐世保北ロータリークラブの村瀬です。今日はＩＭの開催のご協力とご参
加のお願いに来ました。宜しくお願い致します。


