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2020-2021年度　国際ロータリー第2740地区
ガバナー　花島　光喜

「有明海からの日の出と棚じぶ」　写真提供：佐賀県観光連盟

編集後記
　ガバナー公式訪問も 9月現在で 30クラブ以上を終了し、各クラブの特徴ある活動の情報が続々と入って
きています。各地域なりのロータリーを通じたコミュニケーションの多様さは実に新鮮です。この時期、メー
クアップは困難でも各クラブのHPは覗くことができます。新しい出合いを求めてキーを押して見ましょう。

第2740地区ガバナー事務所 〒849-1315　佐賀県鹿島市大字三河内甲290-7
TEL：0954-69-1705　FAX：0954-69-1706
E-mail：ri2740hanashima@athena.ocn.ne.jp　
URL：http://www.d2740.org/

平谷の渓流広場
　平谷物産直売所、水汲み場のすぐ裏に、渓流広場がある。ほどよく樹木が茂り、水は冷たく清らかで真夏で
も快適な空間となっており、夏休みなどは家族連れがたくさん訪れる。川は深くないので小さな子供でも安心
で、多良山系の山々に蓄えられた豊かな水の流れは絶えることはない。

ふるさと鹿島の原風景ふるさと鹿島の原風景
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　第 2740 地区ロータリアンの皆様こんにちは。令和 2年 9月 7日（月）今回発生した台風 10
号は今までにない大型台風と報道されてきましたが、過ぎ去ってみると事前に報道されてきたよ
うな最大風速にはならず、幸い地区内では大きな災害もなく、少し安堵したところです。
　しかし、令和 2年 7月豪雨の発生から 2か月、何度も豪雨災害に見舞われ、九州全地域を初め、
広範な地域において多くの人命や家屋への被害、ライフライン、地域の産業等に甚大な被害をも
たらしました。
　当地区として九州豪雨による災害地域、国際ロータリー第 2720 地区（大分・熊本）へ 250万
円　国際ロータリー第 2700 地区（福岡県・鳥栖・壱岐・対馬）へ 215 万円を送金致しました。
（前回佐賀豪雨で両地区より頂いた同額を送金）
　今回は、新型コロナウイルス拡大の影響により会員皆様が厳しい状況にあられると判断し、地
区の予算で処理させて頂きました。
　ガバナー公式訪問も 7月 14 日（火）北松浦 RCをスタートに平戸 RC・佐世保南 RCを訪問
させて頂き、翌週は、佐賀西RC・唐津RC・佐世保東南RCと 2週目までは 3クラブでしたが、
翌々週は夜例会を含め、武雄RC・長崎みなとRC・唐津西RC・長崎琴海RC・長崎東RC（5クラブ）
を訪問。8・9月は、諫早南RC・島原RC・諫早多良見RC（同日夜）・島原南RC・嬉野RC（5クラブ）、
翌週の長崎北東 RC（1クラブ）の訪問でお盆休みになりました。お盆明け、長崎北 RC・HTB
佐世保RC・佐世保RC・伊万里西RC・大町RC（5クラブ）、翌週、佐世保北RC・長崎西RC・
大村RC（同日夜）・佐賀空港RC・佐賀北RC（同日夜）・佐世保中央RC・太良RC（同日夜）・
諫早 RC（昼 5クラブ、夜 3クラブの 8クラブ）を訪問。翌々週、長崎中央 RC・佐世保西 RC
有田RC（同日夜）・長崎南RC・唐津東RC・長崎出島RC・雲仙RC（昼 6クラブ、夜 1クラブ
の 7クラブ）を訪問し、36クラブのガバナー公式訪問が終わりました。ガバナーになって、ロー
タリアンの皆様からこんなに歓迎して頂き、改めてガバナーとしての責任の重さを実感し、身震
いする思いでございます。
　ガバナー公式訪問では、クラブの会長・幹事・会長エレクト、ガバナー事務所からは、ガバナー・
ガバナー補佐・地区幹事・地区副幹事 7名で、アルコール消毒・時々体温チェック・マスク装着
の 3密を避けての協議会です。
　地区幹事が進行役で、訪問クラブより自己紹介を頂き、ガバナー事務所の自己紹介、続いてク
ラブから会長による現況報告及び活動方針の説明を頂き、次に『千葉直前ガバナー』が実施され
ましたアンケートによるクラブの『良い点』『問題点等』があれば教えて頂きたい、またお聞き
したいという内容でした。
　一方、当方からは、まず全クラブ『戦略計画委員会』を作って頂くようお願いしております。
委員会の計画書がないクラブには某クラブの計画書を参考に配布いたしております。そして、1
～ 2ヶ月で作成して頂き、ガバナー事務所へ送付して頂くようお願いしております。

Governor’s  message

花　島　光　喜

豪雨災害対応＆ガバナー公式訪問

　　2020－2021 年度　第 2740 地区　ガバナー
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　次に地区ビジョン（テーマ 1～ 3）までの説明、地区運営方針、『RLI』委員会を次年度設立さ
れますのでその説明とファシリテータを今年度20名の方にお願いする予定で、ファシリテーショ
ン委員会の顧問駒井PG・吉岡委員長には大変ご苦労をお掛けしています。
　また、ローターアクト休止解除再開とローターアクト会員増強を推進し、多くのリーダーを育
てて頂きますようお願いしております。
　ポリオについても、ホルガークナーク会長は、残り 0.1％ポリオ根絶のため、ロータリアンは
最後の力を注いで頂きたいと願っておられます。
会員増強・寄付については例年通りお願いをしております。

Governor’s  message

3

＊ロータリアンに今出来ることは自らが　『ウイルスに感染せず・人に感染させないこと
に最大限注意しながら、我らが生業を守ることではないでしょうか。』

このことが今できる最大の職業奉仕であり、社会奉仕であると考えます。

『共にこの難局を乗り越えましょう』

10 月 24 日は世界ポリオデー

WE  ARE  THIS  CLOSE  TOWE  ARE  THIS  CLOSE  TO

ENDINGENDING
POLIO.POLIO.
Rotary

ポリオ・小児麻痺撲滅にポリオ・小児麻痺撲滅に

月１回のワンコイン
援助をお願いします！
月１回のワンコイン
援助をお願いします！

世界からポリオを無くそう！世界からポリオを無くそう！
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第 2 回　国際青少年交換委員会報告

　本年度の国際青少年交換委員会の第２回オリエンテーションが、令和２年８月２３日（日）午後１時から午後３
時まで、ZOOM オンラインミーティングで開催されました。派遣候補生７名、新たな派遣希望者１名、地区委
員１０名及び過去に派遣されたローテックス４名が参加しました。前半は７名の派遣候補生による英語のスピーチ
で、各候補生は、予め指定されていたテーマ（今回は「my school」でした）について、順番に約５分間の英
語のプレゼンを行い、終了後、アーリージェフ委員が講評をしました。後半は東京から参加したローテックスの大
浦詩帆さんが、自身の台湾留学の経験を語ってくれました。大浦さんは、聖和女子学院高等学校在学時、ロー
タリーの交換学生として台湾に派遣されました。台湾はもともと大浦さんが希望していた派遣先ではありませんで
したが、大浦さんは、台湾で非常に充実した留学
生活を送ることができ、台湾を大好きになったため、
帰国後早稲田大学に入学してからは、台湾にもう
一度戻りたいという思いで台湾大学に留学しまし
た。早稲田大学卒業後は、台湾企業でのインター
ンを経て、語学力や多様な経験を生かして、現在
東京の会社で大いに活躍されています。新型コロ
ナウイルスの蔓延のために本年の派遣が中止とな
り、新たな派遣先を模索中の派遣候補生達は、
大浦さんの体験談に熱心に耳を傾け、活発な質問
を行いました。
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樋口　征司（諫早南ＲＣ）国際青少年交換委員長

第 3 回　地区社会奉仕委員会報告

佐 藤 　誠 （雲仙ＲＣ）社会奉仕委員長

○第3回社会奉仕委員会会議を令和2年8月30日（日）に開催しました。

活動方針1. ロータリーデーの実施について、各クラブに趣旨徹底がなされていないので具体的な説明文を
作成して、再度ご理解して頂く様に配信する。（配信予定日：9月15日）

活動方針2. アンケート集計確認　訂正修正事項が多々ありました。早急に修正して作り直し、集計結果を
A版用紙に状況内容やコメント。各クラブからの興味ある奉仕事業の問い合わせ等に解説文
章を作成して対応配信する。（配信予定日：9月15日）

活動方針3. ひとり親家庭支援について、担当者の渡邊芳明君が体調をこわし休養中ですので、渡邊芳明
君が復帰して、第 4回会議を開催する事にしました。

実施目的 2020-2021 年度　社会奉仕委員会活動計画を決定審議
実施内容 議題・記事内容略記など
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米山記念奨学委員会報告

日　時

　地区米山記念奨学委員会の行事として、8 月 30 日
（日）東彼杵町総合会館を会場に「米山記念奨学カウ
ンセラー研修・奨学生出前卓話研修」が開催され、
コロナ禍でありながら米山奨学生 11 名・カウンセラー
12 名・学友会会長 1 名および地区米山委員 9 名の 33 名が参加しました。当日は、検温・マスク着用・アル
コールによる手指消毒および出入口・窓の解放を行い、新型コロナウイルス感染症への対策をとって研修会が
行われました。
　米山奨学生とカウンセラーが二つの会場に分かれ、午前中は松田地区委員長挨拶の後、カウンセラー研修で
は大家地区委員の進行のもと、カウンセラーハンドブックやパワーポイントにより米山記念奨学事業について説明
が行われました。一方、米山記念奨学生の研修では本多地区委員の進行のもとに出前卓話オリエンテーション
が行われました。そして、昼食をはさんで午後よりは出前卓話の日程調整が行われ、各奨学生の訪問先クラブ
が決定しました。
　米山記念奨学生の出前卓話をお申込みいただきましたクラブの皆さま大変有難うございました。10 月より米
山奨学生がお世話クラブのカウンセラー（地区委員が同行する場合もあります）とともに皆さまのクラブへお邪
魔させていただきます。米山奨学生からは、大学で学習や研究していることや、出身国の特徴など約 20 分間
発表が行われます。
　残念ながら新型コロナウイルス感染症のため、米山記念奨学生出前卓話をご辞退されたクラブも御座います。
そうしたクラブには、奨学生の卓話をビデオに収めて届ける予定です。ぜひ例会においてご活用下さい。
　米山記念奨学生は米山記念奨学事業に大変感謝をしています。米山記念奨学生が勉学に勤しむことができ
るのは皆様による寄付金のおかげです。皆様が寄付をなされた成果による米山記念奨学生をぜひ温かくお迎え
いただくとともに、卓話をぜひ楽しみください。そして、未来の米山記念奨学生のために心からの寄付をお願い
致します。

2 0 2 0 年 8 月 30 日（日曜日）

◎米山記念奨学カウンセラー研修・奨学生出前卓話研修会

場　所 東彼杵町総合会館
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ガバナー公式訪問クラブ報告

佐世保南RC 7 月 17 日（金） 会長　作元　誠司　　幹事　野田　大介

　過日、７月１７日（金）花島光喜ガバナー、緒方信行ガバナー
補佐、迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事をお迎えして公
式訪問例会を開催いたしました。
　例会に先立ち当クラブからは会長、会長エレクト、副会長、
幹事、副幹事が参加し懇談会が行われました。当クラブの本年
度基本方針、クラブ概要を説明し、また質問もお受けいただき
和やかな懇談会でした。
　例会では、花島ガバナーの卓話では２７４０地区のテーマと
ガバナー方針を詳しく説明をしていただきました。例会終了後
にご来訪の皆様と記念写真撮影をいたしました。当日は遠路お越しいただいたことに感謝申し上げるとともに、
花島ガバナーはじめ地区役員の皆様の今後のご活躍とご健勝をお祈りいたします。

7 月 27 日（月） 会長　馬渡　洋三　　幹事　眞﨑　賢一

　７月２７日（月）、当日は長引く梅雨の影響であいにく雨の
天候でした。
　午後４時１５分より花島ガバナー、横岳ガバナー補佐、迎地
区幹事をお迎えし、武雄クラブは、会長の私、眞﨑幹事そして
石丸会長エレクト６名で懇談会からの始まりでした。
　私は、お客様３名とも良く存じあげてはいましたが、会長に
なったばかりで、また最初の公式行事でもあり緊張しながら当
クラブの概況等を説明し、ガバナーからは、先週開催されたガ
バナー補佐によるクラブ協議会の報告書の感想を述べられました。
　その後、例会場に入り会はプログラム通りに進み、ガバナーの卓話を聞きました。パワーポイントを使って、
地区ビジョン、運営方針等を熱く語って頂き、特に「親睦と職業奉仕」を根幹として「魅力ある・元気ある・
個性ある」クラブになることを強調されました。
　公式訪問最後の締めは、恒例の武雄クラブ「雑技団」を中心に大懇親会の予定でしたが、今回は新型コロナ
感染防止のために中止、また会場もソーシャルディスタンスをとっての懇親会となりましたが、皆様それぞれ
に楽しいひとときを過ごして頂きました。
　終わりに、花島ガバナー、迎地区幹事様におかれましては、健康に十分留意され公式訪問行事を無事に果た
されんことを祈念申しあげます。

6
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ガバナー公式訪問クラブ報告

長崎琴海RC 7 月 30 日（木） 会長　浦　信夫　　幹事　田中　一広

　7月 30日 ( 木 )、花島ガバナー、江上ガバナー補佐、迎地区
幹事、平川地区副幹事をお迎えしてガバナー公式訪問例会を開
催しました。
　花島ガバナー、迎地区幹事には、前年度よりクラブの存続に
ついても大変ご心配をおかけしておりましたが、何とか継続と
なり、今日を迎えることができました。
　実質 3名で IMまで行った白石 RCや 10 名で頑張っている
太良RCのことも紹介され、少人数クラブの会員の絆の強さも
説いて頂きました。
　地区ビジョンでも原点である会員同士の親睦と、職業奉仕で
仕事を回しながら、新型コロナで大変な時を乗り越えていけれ
ばと思います。そして、それぞれが「魅力ある・元気ある・個
性ある」クラブを作る。これこそが会員の定着と増強の特効薬
のはずです。
　少数ながら戦略計画委員会を作りましたので、クラブが前進
していけるよう工夫し、増強していきたいと思います。

嬉野 RC ８月 7 日（金） 会長　田中　新二　　幹事　吉田　直樹

　8月 7日（金）に花島光喜ガバナー、横岳保雄ガバナー補佐、
迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事をお迎えし、ガバナー
公式訪問が開催されました。
　例会に先立ち、懇談会を行い、当クラブの現況報告及び活動
方針など説明させて頂きました。「戦略計画委員会」の発足等
のアドバイスをしていただき、和やかな雰囲気の中で有意義な
時間を過ごすことができました。
　その後の例会では、花島光喜ガバナーより本年度の RI テー
マ、RI方針、地区ビジョンについてわかりやすくご説明いただきました。地区ビジョンのテーマをしっかり理
解し、今後もますます魅力あるロータリー活動を行っていきたいと思いました。
　ご訪問頂いた花島ガバナー、横岳ガバナー補佐、迎地区幹事、平川地区副幹事の今後のご活躍をお祈り申し
上げますと共に、ご指導よろしくお願い申し上げます。

7
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8 月 18 日（火） 会長　古市　寛　　幹事　舛元　淳子

　令和２年（２０２０年）８月１８日（火曜日）、国際ロータリー
第２７４０地区花島光喜ガバナー、緒方信行第６グループガバ
ナー補佐、迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事にご訪問い
ただきました。
　本来であれば、例会という形でお迎えするところでは御座い
ますが、新型コロナウィルス感染拡大のため、当クラブにおい
ては８月中の例会を休会としておりましたため、会長（古市）、
監事（舛元）、会長エレクト（佐々木）、クラブ管理運営委員長
（増本）、会員増強委員長（浅井）、ロータリー財団委員長（岡田）
が参加する形でのクラブ協議会で御訪問いただくことといたしました。
　クラブ協議会にあたりましては、まず、当クラブの現況、今年度の運営方針と活動計画について報告させて
いただきました。花島ガバナーからは、当クラブは会員の仲が良く、アットホームなクラブであること、若い
会員が数多く在籍しており、今後の成長が期待できることなどのお言葉をいただくとともに、５年後、１０年
後のクラブの在り方を考えていくため、戦略計画委員会を構成し、具体的に活動していくことの大切さをご指
導いただきました。戦略計画委員会につきましては、改めて人員構成等を見直したうえで、今後の中長期的活
動方針を定めるよう努めます。
　また、花島ガバナーから、地区ビジョン、地区運営方針（ＤＬＰ）、クラブ（ＣＬＰ）についてご解説いた
だき、今後、当クラブが目標とすべき事項について、具体的にご指導いただきました。花島ガバナーからご指
導いただいた点につきましては、９月から再開する当クラブの例会におきまして、会長幹事より当クラブの会
員にご報告させていただくとともに、一人一人の会員において目標とするよう努めます。
　クラブ協議会という形では御座いましたが、和やかな雰囲気の中、大変有意義な時間を過ごすことが出来ま
した。最後になりますが、会員一同、ガバナー公式訪問に深く感謝いたしますとともに、花島ガバナーのご健
康、ご活躍を心より祈念申し上げます。

ハウステンボス佐世保RC
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長崎北 RC ８月 17 日（月） 会長　小林　純一　　幹事　中本　幸人

　去る 8月 17 日、花島光喜ガバナー、原田ガバナー補佐、迎
地区幹事、平川副幹事をお迎えしてガバナー公式訪問例会を開
催致しました。
　例会前の懇談会では、小林会長より、本年度の会長方針の説
明が行われた後、花島ガバナーより、千葉直前ガバナーが実施
されたアンケートにおけるクラブの問題点などの質疑を頂きま
した。また、地区ビジョンに基づき地区運営方針（DLP）やク
ラブ運営（CLP）に付きましてご教示を頂きました。特にクラ
ブでの『戦略計画委員会』の設立については、ロータリーの戦略的優先事項であり、その目的について明確に
していくことの必要性が大切であるとの説明を頂きました。
　また、例会においては、花島ガバナーご自身でプロジェクターを使いながらホルガー・クナーク RI 会長の
理念をお伝え頂き、第 2740 地区の地区ビジョンをクラブ会員にわかりやすくご説明頂きました。
　最後に、花島ガバナーより、長崎北ロータリークラブは、佐世保ロータリークラブ同様に第 2740 地区内で
は大きいクラブであることから、革新的なクラブモデルのアイデアを提案してほしいとのご要望もあり、期待
に応えられるようにクラブとしても成長したいと実感しました。
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佐世保北RC 8 月 24 日（月） 会長　近藤　竜一　　幹事　松尾　重巳

　2020 年８月 24 日、花島光喜第２７４０地区ガバナーに公式
にご来訪戴きました。
　今回は新型コロナ禍の影響にて休会となり懇談会のみとなっ
てしまいました。当クラブ会員にとっても花島ガバナーの卓話
を拝聴させて戴くことが叶わず、非常に残念でなりません。
　懇談会には花島光喜ガバナー、緒方信行第 6 グループガバ
ナー補佐、迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事の 4 名を迎
え、当クラブより近藤竜一会長、渡会祐二エレクト、松尾重巳
幹事、公門新治親睦委員長の 4 名が出席させて戴きました。
冒頭の各自己紹介を経て　近藤会長、松尾幹事より現況と今年度の活動報告を説明させて戴きました。
　その後、花島ガバナーより①RI 会長のテーマと思いについて、②地区テーマについて③地区運営方針につい
ての卓話をして戴きました。
　昨年度のロータリーアンケート結果によりクラブの現在地点を再認識し、今年度推奨されている戦略計画委
員会設立によってロータリークラブの未来像を策定し　実現して欲しいとの思いを熱く語って戴きました。
　当クラブは本年度から戦略計画委員会を立ち上げビジョン作成に取り掛かっておりますので出来るだけ早く、
会員の総意に沿ったビジョンを立ち上げてまいります。
また、ポリオワンコイン援助ボックスも既に設置している事もお伝えしております。
　今回の公式訪問懇談会は短時間ではございましたが　大変、貴重なお話をわかりやすくお話戴きました。
その間は花島ガバナーが醸し出される雰囲気により終始、和かなものとなりました。今回の卓話内容は全会員
に伝えてまいります。
　今回のご来訪に感謝いたしますとともに、今年度の花島光喜ガバナーのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
ありがとうございました。

9

8 月 20 日（木） 会長　山口　康雄　　幹事　釜﨑　博昭

　8 月 20 日 公式訪問の際には花島ガバナー、横岳第３グルー
プガバナー補佐、迎地区幹事、平川地区副幹事におかれまして
は、お忙しい中のご訪問ありがとうございました。
　当日はコロナ禍の中で、マスク着用や 3 密回避対策を工夫
しての例会でした。普段なら大町クラブ恒例の「100 枚の名
刺より一献の盃」と究極の親睦例会を行い夜例会でお酒を酌
み交わすはずでしたが、ある程度自粛し、縮小した夜の例会
となりました。今回の公式訪問で夜に行われる例会は大町クラ
ブ歴史の中でもはじめての試みとなりました。現在、大町ク
ラブは会員数 14 名となっております。当日例会前の花島ガバナーを交えた意見交換会では、大町クラブ会員
数の減少の対策として女性会員の増員を試みてはいかがとか、いろいろアドバイスを頂きました。また、どこ
のクラブでも会員増強という大きな一つのテーマと位置づけておられ苦戦されているクラブも多いと思いま
す。またそのことに対しての助言を頂きました。さらに例会ではプロジェクターを使いながら地区ビジョン、
地区運営方針、クラブ運営等についてわかりやすく説明いただき会員増強を含めた今後のクラブ運営の参考に
したいと思います。今年度は、新規会員増員 1 名以上を目標に活動したいと思います。

大町 RC
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会長　為永　淳子　　幹事　大塚　真一

　令和 2 年 8 月 25 日 ( 火 )、いけす割烹寿楽において、花島光
喜ガバナー、高木義和ガバナー補佐、迎雅璫嗣地区幹事、植松
信安地区副幹事をお迎えして、ガバナー公式訪問例会を開催し
ました。
　全国的に広がりを見せております、新型コロナ感染症の心配
もあり、例会の進め方について何度も協議を重ね、例年は食事
を交えた例会でしたが、今回の例会は食事については会員の安
全を考慮したうえで食事は交えない短縮例会とさせていただき
ました。
　まずは、例会前の為永会長、竹房エレクト、大塚幹事との懇
談会においては、為永会長より当クラブの現況及び活動方針を
説明し、その後質疑応答を行い、花島ガバナーより当クラブの
アンケート結果を踏まえたうえで当クラブへのアドバイスをい
ただきました。
　例会においては花島ガバナーより、今期の国際ロータリー会
長ホルガ―・クナーク氏の紹介そして、会長テーマである「ロー
タリーは機会の扉を開く」についての考え方など説明をいただ
きました。また、地区ビジョン、地区運営方針、クラブ運営について解説いただきました。
　当クラブは昨年創立 60 周年を迎えました。地区からの要請で 2 回目のアンケートを実施し、その結果を踏
まえ長期戦略委員会で、クラブの活性化に向けて現状分析を行い戦略計画を作成しクラブの活性化につなげて
いければと考えております。これからも国際ロータリークラブの考え方、そして地区の考え方を踏まえながら
当クラブにおいてしっかりとした運営を続けていきたいと思っております。
　本日はご来訪いただきました花島ガバナーをはじめ役員の皆様ありがとうございました。今後のご活躍、ご
健勝を祈念申し上げます。

8 月 25 日（火）大村 RC

長崎西 RC 8 月 25 日（火） 会長　山田　吉盛　　幹事　野崎　地平

　8 月 25 日花島ガバナー、迎地区幹事、植松地区副幹事、江上ガバナー補佐にお越しいただき、ガバナーと
の懇談会およびガバナー公式訪問例会を実施させていただきました。
　例会前のガバナーとの懇談会では、本年度の R I および 2740 地区の方針および我がクラブの現状報告をさ
せていただき、ガバナーおよび地区幹事、ガバナー補佐とロータリアンとしてフレンドリーに意見交換をいた
しました。花島ガバナーの穏やかな語りで終始和やかな懇談会となりました。
　その後の公式訪問例会においては、花島ガバナーに約 20 分間の卓話をしていただき、本年度の R I につい
ておよび 2740 地区のビジョン、地区運営方針、ク
ラブ運営について勉強させていただきました。花島
ガバナーの話術のなせる技の効果と思いますが、普
段目をつぶって聞いている会員達が、姿勢を正して
目をパッチリさせて卓話に聞き入っていたのが印象
的でした。
　そして最後に「手にてつないで」をみんなで合唱
して公式訪問例会は終了となりました。
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会長　池永　隆司　　幹事　宮﨑　正典

　8/27（木）、コロナ禍の中、花島光喜ガバナー、緒方信行ガ
バナー補佐、迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事をお迎え
し、事前協議会を行いました。当初、例会まで参加頂き、卓話
をお願いしておりましたが、佐世保での感染者が増加傾向の為、
事前協議会のみの参加をお願いしました。迎地区幹事の進行で、
自己紹介、当クラブの現況報告説明、その後、ホルガークナー
クRI会長挨拶の視聴、花島ガバナーによる地区ビジョン、地区
運営方針、クラブ運営の説明がありました。当クラブの活動に
ついては戦略計画委員会に相当するクラブビジョン委員会を以
前より設置し、活動していることに対しガバナーより評価を頂きました。最後に当クラブの為にご指導頂き、
クラブ一同深く感謝とお礼を申し上げ、花島ガバナー、緒方ガバナー補佐の益々のご健勝、ご活躍をご祈念し、
公式訪問の報告とさせて頂きます。｠

佐世保中央RC 8 月 27 日（木）
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佐賀北 RC 8 月 26 日（水） 会長　野中　毅　　幹事　大坪　義典

　令和 2年 8月 26日（水）、花島光喜ガバナー、森永太ガバナー補佐、
迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事をお迎えしてのガバナー公式訪
問を開催しました。当日は、例会を休会としていたこともあり、当クラ
ブより会長、会長エレクト、幹事が出席し、クラブ協議会となりました。
　協議会では、クラブの現況、活動方針の報告及び千葉直前ガバナーが
実施されたアンケートによるクラブの良い点及び問題点の報告を行いま
した。引き続き花島ガバナーにより、クラブの戦略計画委員会の現況報
告の聞き取り、地区ビジョン、地区運営方針、クラブ運営に関する説明
を受けました。
　クラブ運営に関し、クラブ戦略委員会のメンバーは副会長もメンバー
に加えた方がよいのではないかとの助言を頂きました。また、ファシリ
テーション方式の例会実施、会員増強、ポリオに関連した行事の実施等
の確認があり、最後にバナーの贈呈、集合写真の撮影で無事完了しました。
　最後に、花島ガバナーをはじめ、地区役員の方々への感謝の念を強く込めて御礼申し上げると共に、今後益々
のご活躍とご健勝をお祈り致します。
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会長　井手　雅康　　幹事　森　淳

　２０２０－２０２１年度はコロナ禍の中で、事業の見直しや
今までにない例会の運営が行われています。諫早ロータリーク
ラブとしても８月の２１、２８日の例会を休会としていた為、
ガバナー公式訪問は花島光喜ガバナー、酒井郁子ガバナー補佐、
迎　雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹事をお迎えし、当クラ
ブからは会長、幹事、会長エレクトが出席し、総勢７名での開
催となりました。自己紹介の後、昨年６０周年を迎えた諫早ク
ラブの３年間にわたる多良街道案内看板事業の報告、１９９１
年から続いている世界社会事業のお話をさせていただき、今年度事業としては社会福祉法人へマスク贈呈をし
たこと等、資料を交えて説明させて頂きました。
　花島ガバナーからは、国際ロータリー今年度会長ホルガ―・クナーク氏の方針、地区ビジョン、地区運営方
針（ＲＬＩ委員会の新設、ローターアクトクラブの見直し等）、クラブ運営（ＣＬＰ）では、ファシリテーショ
ン方式の例会の検討、戦略計画委員会の新設、ポリオ撲滅に為のワンコイン運動等のお話を頂戴しました。
普段のガバナー公式訪問とは大きく異なった形式ではありましたが、小人数であったこともあり、ガバナーと
率直な意見交換ができ、大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。終了後、諫早の「うなぎ」をご賞味いた
だき、元気をつけていただいたことも併せてご報告させていただきます。

諫早 RC 8 月 28 日（金）

太良 RC 8 月 27 日（木） 会長　秀島　寛　　幹事　川島　力男

　８月２７日（木）、花島光喜ガバナー、横岳保雄ガバナー補佐、
迎 地区幹事、平川地区副幹事をお迎えしてガバナー公式訪問を開
催致しました。
　７月１日現在の会員数９名の第 2740 地区でも会員少数の当ク
ラブですが、花島光喜ガバナーの広い包容力と深い御理解と、ま
た御自身の親戚の家に立ち寄った様な安堵の眼差しで、冒頭に太
良町ロータリークラブに関わる密接な御縁の結びつきを切々と説
明していただき少数精鋭の利点と結束力を更に強固にしその意識
を地域に繁栄させて頂きたいと述べられました。
　これまでのロータリークラブの在り方と、これからのロータリー
クラブの在り方は少しずつ変化してゆく事を把握し様々な対応策
を自クラブで深く協議し改善を図らなければならないと言った内
容と受けました。
　そこで他クラブとの親睦例会を寛大に受け入れて友好クラブを
多く作る事とクラブ内での親睦を更に深める事が寛容と至り打ち
解けた協議内容が見込めると確信しています。
　尚、昨年度先送りになった第３グループ IM を今年度の 2021
年 2 月 27 日 ( 土 ) に太良ロータリークラブがホストで開催予定
ですので首尾良く計画実行して成功裏におさめたいと決意してお
ります。
　花島ガバナー、横岳ガバナー補佐、迎 地区幹事は元より第 2740 地区全てのガバナー補佐、会長、幹事の
皆様の今年度の益々の御活躍を御祈念申し上げます。
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■７月６日からの豪雨で浸水被害が発生した鹿島市内で、鹿
　島市社会福祉協議会主催の災害ボランティア活動に参加。
　７月１９日（日）と７月２６日（日）の両日、被災地の鹿島市
　古枝地区にて浸水した床下の泥出し作業などを行いました。

■鹿島ロータリークラブより、日夜住民の健康のために頑張
　っておられる鹿島藤津地区の医療機関の皆様に、不足が
　懸念される防護用ガウンを寄贈。
　７月２１日（火）鹿島藤津地区医師会において贈呈式を行
　い、一般社団法人鹿島藤津地区医師会会長の下河辺和
　人様に、３００着贈呈致しました。

2740 地区 コロナ禍・自然災害等における各クラブの緊急支援事業

長崎中央 RC 8 月 31 日（月） 会長　尾上　信哉　　幹事　安田　伸幸

　8月 31 日（月）の例会に花島光喜ガバナー、原田知行第 10
グループガバナー補佐、迎雅璫嗣地区幹事、平川直樹地区副幹
事をお迎えして、カバナー公式訪問を開催致しました。
例会に先立ち、「会長・幹事・会長エレクトによるクラブ協議会」
が行われました。
　自己紹介、会長よりクラブの現況及び報告の後、当クラブの
戦略計画委員会の状況報告をさせて頂きましたところ、メンバー
的にも充実した形で運営をされているとお褒めのお言葉を頂き
ました。
　その後、花島ガバナーより、地区ビジョン、地区運営方針（DLP）、クラブ運営（CLP）についてご説明頂
きました。RLI 委員会設立、ローターアクトクラブの活性化、衛星クラブ新クラブの設立計画、新 RYLA 委
員会など、大変興味深いお話を聞かせて頂き、地区の方も改革が進んでいることを認識致しました。当クラブ
でもマンネリ化しないよう、ご提案頂いた、RLI（ファシリテーション）方式の例会の試行など改革を進めて
行きたいと思います。
　まだまだ女性会員の入会、会員数の減少など課題も多く残っておりますが、会員全員「ワンチーム」になっ
てがんばって行きたいと思います。
　最後に、花島ガバナー公式訪問に感謝いたしますとともに、花島ガバナーはじめ、地区役員の皆様のご健
康とご活躍を心より祈念申し上げます。
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2020 年 7 月会員数・出席報告

＊上記の表の新入・退会は当月中の数字で、累計は
　7 月 1 日から 2020 年 7 月末までの増減です。
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新入会委員紹介

佐賀 RC
中村 紳三郎

株式会社　佐賀銀行
常務取締役

佐賀 RC
西川 将昭

佐賀ダイハツ販売株式会社
代表取締役社長

神埼 RC
浦田 匡一郎

三愛オブリガス三神
株式会社 代表取締役社長

佐賀北 RC
御厨 亮二
㈱エンターアイ
代表取締役社長

佐賀西 RC
甲斐 秀一

住友生命保険相互会社
佐賀支社 支社長

神埼 RC
古川 裕紀

佐賀県議会
県議会議員

武雄 RC
田中 順一郎

武雄 RC
大島 一洋
朝日生命 ( 相）

武雄営業所営業所長

佐賀空港 RC
野口 貴史

株式会社
きのや店長

武雄 RC
石丸 太郎

㈲武雄衛生
専務取締役

唐津東 RC
川口 和也

九州電力㈱唐津営業所
所長

鹿島 RC
片渕 京介
㈱東伸不動産
代表取締役

鹿島 RC
勝屋 弘貞

（元）藤津製氷㈱
（元）社長

伊万里西 RC
溝口 昌利

佐賀銀行伊万里支店
支店長

佐世保 RC
内海 暢邦

㈱森　白汀 
代表取締役

佐世保 RC
長野 哲也
梅が枝酒造㈱
代表取締役

佐世保 RC
中島 顕
中島ノズル㈱
代表取締役

佐世保 RC
指山 立

㈱指山建築ﾌｧｸﾄﾘー
代表取締役

※今月号に掲載が間に合わなかった新入会委員の方
　のご紹介は、次号に掲載させていただきます。

私たちの新しい仲間になられました方々
をご紹介します。 ※氏名の下部は勤務先、役職
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松浦 RC
榊原 紀孝
九州電力 ( 株 )

松浦発電所 所長

松浦 RC
田渕 高志
九電産業 ( 株 )

松浦事業所 所長

平戸 RC
北條 達夫

㈱十八銀行 平戸支店
支店長

佐世保西 RC
西川 渉

第一生命保険 ( 株 )
佐世保営業支社 支社長

佐世保東 RC
伊藤 正行

JR 九州ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾎﾃﾙ( 株 )
 取締役　総支配人

佐世保南 RC
八起 幸介

親和銀行
取締役常務執行役員

松浦 RC
上枡 正則

西九州共同港湾（株）
社長

佐世保北 RC
田中 博徳

九州電力㈱佐世保営業所
所長

佐世保東南 RC
井元 正治

佐世保東南 RC
坂井 健吾
有限会社サカイ

代表取締役
株式会社アイ技建

代表取締役

佐世保北 RC
内海 一洋

有限会社 内海ホンダ
代表取締役

HTB 佐世保 RC
村上 真一

石橋建設有限会社
代表取締役

諫早北 RC
立川 康太
( 株 ) 九州広告

取締役営業統括本部長

諫早 RC
宮木 光

弁護士法人ユスティティア
森本綜合法律事務所 本店代表者

島原南 RC
寺﨑 賢作

( 有 )PSI
取締役

諫早北 RC
本田 憲彦
( 株 ) プラス建販

取締役部長

諫早南 RC
大久保 正博

珠光保育園
評議員

諫早北 RC
吉岡 孝治

( 株 ) 日本旅行諫早支店
諫早支店長

諫早北 RC
藤本 勝也
諫早印刷 ( 株 )

常務

長崎 RC
田中 幹人

ﾆｭｰ長崎ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱
代表取締役社長
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長崎北 RC
森本 精一

弁護士法人ユスティティア
森本綜合法律事務所 長崎事務所 代表社員

長崎南 RC
横山 雅之

株式会社 安藤・間
長崎営業所 所長

長崎 RC
下田 政彦

九州電力㈱長崎支店
執行役員長崎支店長

長崎北 RC
神谷 哲広
みずほ証券㈱ 

長崎支店 支店長

長崎出島 RC
神保 尋伸

朝日生命保険相互会社
支社長

長崎東 RC
溝口 昌喜

長崎トヨペット ( 株 )
常務取締役管理本部長

長崎東 RC
一瀬 伸彦

株式会社 十八カード
代表取締役社長

長崎出島 RC
内野 弘樹

（株）日本旅行長崎支店
支店長

寄附者紹介
御厚意に深く感謝申し上げます。認証者の方を掲載いたします。

ロータリー財団

種　類 氏　名 クラブ名

メジャードナー 塚 﨑　 　寛

マルチプルポールハリスフェロー
中 嶋　英 博

山 口　嘉 浩

ポールハリスフェロー

川 浪　正 大

森 崎　良 昌

森　　  　浩

べネファクター 木 場　耕 志

ポリオ・プラス
花 島　光 喜

作 元　誠 司

年次基金－母子の健康 村 里　愛 子

長崎中央

佐世保南

佐世保南

佐賀大和

長崎中央

諫早北

長崎

鹿島

佐世保南

大村

米山記念奨学会

種　類 氏　名 クラブ名

米山功労者メジャードナー 白 川　十 郎

下津浦  正明

山 口　嘉 浩

米山功労者マルチプル 髙 木　義 和

田 口　　 厚

谷 川　和 啓

米山功労者 野 田　大 介

伊万里

佐世保南

佐世保南

島原

長崎

福江

佐世保南
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2020-2021年度　国際ロータリー第2740地区
ガバナー　花島　光喜

「有明海からの日の出と棚じぶ」　写真提供：佐賀県観光連盟

編集後記
　ガバナー公式訪問も 9月現在で 30クラブ以上を終了し、各クラブの特徴ある活動の情報が続々と入って
きています。各地域なりのロータリーを通じたコミュニケーションの多様さは実に新鮮です。この時期、メー
クアップは困難でも各クラブのHPは覗くことができます。新しい出合いを求めてキーを押して見ましょう。

第2740地区ガバナー事務所 〒849-1315　佐賀県鹿島市大字三河内甲290-7
TEL：0954-69-1705　FAX：0954-69-1706
E-mail：ri2740hanashima@athena.ocn.ne.jp　
URL：http://www.d2740.org/

平谷の渓流広場
　平谷物産直売所、水汲み場のすぐ裏に、渓流広場がある。ほどよく樹木が茂り、水は冷たく清らかで真夏で
も快適な空間となっており、夏休みなどは家族連れがたくさん訪れる。川は深くないので小さな子供でも安心
で、多良山系の山々に蓄えられた豊かな水の流れは絶えることはない。

ふるさと鹿島の原風景ふるさと鹿島の原風景


