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本日の出席率８５.７％：会員数４２名・出席３８名・欠席３名・出席規定免除会員１名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３８名・メークアップ３名・出席規定免除会員１名

　皆さんこんにちは、 まずは、 九州

地方を襲いました九州北部豪雨で

被害にあわれた方々にお見舞い

申し上げます。 四国 ・山口地方 ・

関東と梅雨明け宣言がなされたの

で、 九州も間もなく梅雨が明ける

のではないかと思います。

　

　７月１４日　武雄センチュリーホテ

ルにおいて地区の会員増強委員会が開催されました。 坂井地

区社会奉仕委員長 ・ 井上地区会員増強委員会委員　私、 前田

幹事と共に出席してまいりました。 井上地区委員が地区のアン

ケートについて、 立派なご報告を壇上においてされたことを報

告しておきます。 また、 「会員の増強は会長の決意しだい」 と

言われましたので、 急に耳が痛くなりよく聞き取れませんでした。

詳しくは、 後日発表されるものと思いますが会員増強は一人で

はできるものではありません。 会員皆様のご協力をお願い致し

ます。 ７月１６日の 「海の日の清掃」 が大雨 ・ 雷注意報のため

中止になっことは、 今期初めての野外活動でしたので残念に

思っております。 また、 わざわざ中止にもかかわらず会場まで

足を運んで頂いた会員の方々には御礼申し上げます。

　

　立春 ・立夏 ・立秋 ・立冬前の１８日が土用の日と言います。 日

本中でウナギが最も食べられる日と言えば夏の 「土用　丑の日」

です。 ウナギは夏バテ防止の効果もあるとされています。 土用

の丑の日は、 「丑」 という字にちなみ、 昔は肉牛のように黒いも

のを食べる日とされていました。 何故黒いものかというと、 フナ ・

コイ ・ ナマズ ・ ウナギ ・ シジミ ・ ナスビなど、 黒いものにはビタミ

ンＡが豊富に含まれており、 暑さで体力を消耗する時期に食べ

ると元気が出ることを、 昔の人は経験的に知っていたのでしょう、

「土用　丑の日はウナギの日」 という宣伝コピーを考えたのは、

ちなみに夏でもお客が来るようにとウナギ屋に頼まれた 「江戸時

代 ・ エレキテル」 を発明した平賀源内と云われています。 また、

静岡県の小学校の給食のウナギの値段が　７０％　値上がりのた

めにメニューの見直しをするとか、 さらにアメリカがウナギの輸出

輸入を規制する案をタイで来年３月に開かれる 「ワシントン条約

締約国会議」 に提出する方向で検討しているということで、 約８

割を輸入している我が国ではウナギの値段がまた一段と高騰し

そうな感じです。 懐と相談して、食べた方、食べなかった方いらっ

しゃると思います。 私は先週の例会でうな丼を食べた以外食べ

１．例会変更
ありません。

２．来　　信
・国際ロータリー

半期報告書

・ガバナー事務所
①クラブ奉仕 ・ 会員増強セミナー資料

②社会奉仕事業アンケートご協力依頼

③地区資金前期分送金のお願い

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　 2012 年度上期普通寄付金のお願い

・佐世保ロータリークラブ　

   　    クラブ現況、 活動計画および活動報告書

　

３．伝達・依頼
　○古賀地区幹事の依頼により、 福元裕二ガバナー公式訪

　　 問を１０月１８日に変更

　○第６グループ山口二郎ガバナー補佐訪問日程

　　 第１回　２０１２年　９月２０日・ 第２回　２０１２年１０月　４日

　　 第３回　２０１２年１１月２９日・ 第４回　２０１３年　４月１８日

　○第３回市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会報告

　　 ホストクラブ ： 佐世保東ＲＣ

　　  日時 ：７月１８日 （水） １８：３０～

　　  場所 ：ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　１）ＩＭ開催について

　　　 ホストクラブ ： 佐世保西ＲＣ

　　　 概要：ロータリー暦５年未満者を対象としたロータリー

　　　 に特化した勉強会

　　　 開催時期：２０１３年１月中旬～下旬

　     詳細については、 今後佐世保西ＲＣ内に実行委員会  

　　　 を立 ち上げ、 準備を進めていく

    ２) 福元裕二ガバナー公式訪問歓迎会について

　　　 担当クラブ ： 佐世保西ＲＣ

　　　 日時 ：２０１２年１０月９日 （火） １８：００～

　　　 場所 ：ホテル万松楼

ておりません。 理由はさきほど述べたとおりであります。 挨拶を

終わります。
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本日の合計　　　　   11,000 円

本年度の累計　　　142,000 円

■ 第１回クラブフォーラム ■

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
７月１６日のビーチクリーンアップは雨天決行とのことでした

が、 残念ながら当日は雷も鳴り、 急遽中止となりました。 朝

から中止の電話連絡をさせていただきましたが、 登録いただ

きました会員には、 感謝申し上げます。

本日は、 クラブ奉仕委員会担当の第１回クラブフォーラムで

す。 坂井委員長宜しくお願いいたします。

四元清安会長、前田眞澄幹事、井上亮地区会員増強委員、
坂井智照 クラブ奉仕委員長

７月１４日、 武雄に於いての地区クラブ奉仕 ・ 会員増強セミ

ナーに出席の皆様大変お疲れさまでした。 有意義な勉強会

になりました。 四元会長、 担々麺と卵料理、 ごちそうさまでし

た。 ヤレヤレ！遅くまでお付き合いありがとうございました。

西村浩輝君
今月１６日、 海の日に６人目の孫が誕生しました。 ４番目の男

の子です。 無事、 成長することを願いながらニコニコします。

ありがとうございました。

田端茂君
我が家の華は枯れておりますが、 新鮮な花が届いたので ,

ニコニコします。

溝上純一郎君
６２歳になりました。 気持ちは４０歳です。

池永隆司君
７月１日に５６歳になりました。 孫がもうすぐ１人増えるし、 白

髪も増え眼も見えなくなり、加速度的にジジィになっています。

committee

井上亮 地区会員増強委員
　第２７４０地区クラブ奉仕 ・ 会員増強セミナー報告

　日時 ：７月１４日 （日） １３：００～

　場所 ： 武雄センチュリーホテル

　２０１１年７月１日現在２１９８名

　２０１２年５月末　現在２２２１名　　＋２１名

　であるが、 ６月末退会者が多く出る。 会員増強広域ネットワー

　クを利用した会員増強を強化していきたいとの説明がりました。

  特別講演：「増強の核心はクラブの活性化により」

　　　　　　　　 第３ゾーンコーディネーター　井上暎夫様

坂井智照クラブ奉仕委員長　
　新入会員の皆さんは、 ニコニコボック

スへの出金の意味を深く知らずに出され

ているのが実情だと思う。 ニコニコボック

スのあり方を再度考える機会を設け会員

の忌憚のない意見を伺う為のフォーラム

です。

　ニコニコボックスは１９３６年、 大阪ＲＣで初めて実施されたも

ので、 例会場で会員が自由意志で善意の寄付金を入れる箱

です。 会員、 家族、 事業場の慶事、 お祝い事をニコニコし

ながら披露し、 喜びを分かち合い、 失敗したり迷惑をかけた

時もユーモアたっぷりに苦笑し例会を賑せて親睦を増進し、

集まったお金は主に奉仕活動に使われます。 松浦ＲＣでは例

会場で親睦委員がニコニコ箱をもって各テーブルを廻り、 会

員は口頭でニコニコの理由を告げてお金を箱に入れるやり方

を取っています。

　アメリカでは善意の寄付の箱と早退、 遅刻などのペナルティ

の二つの箱があるそうです。 形はどうであれお金を出していた

だくことを強いるものでは有りません。 しかしながら当クラブで

はニコニコボックスで集まるお金はクラブ運営の予算の中に組

み入れられていますから足りなければ誰かが出さなければなら

なくなります。

田代博之直前会長
　会員の皆様のご協力でニコニコボックスの目標金額は達成

できてよかったが本来あるべき形ではない様に思う。

しかし予算に組み入れなければ不足するのも事実です。

井上亮地区会員増強委員
　ニコニコボックスの別会計は理想だが現実的ではない会員

がもっと積極的に利用して欲しい。

富永博美会員
　ニコニコボックスのお金は余力資金としてあったほうがよいが

資金不足では仕方ない。 目標 ( 予算額 ) に届いていないと出

さなければいけない人と出さない人の差が大きくなるので有り

様は考えなければいけない。

その他ニコニコボックス関する意見
　・年会費を二万円上げて出金の不平等をなくしニコニコボッ

　　　クスは自由意志で。

　 ・ 当日会費を負担する時はニコニコボックスまで？という気持

　　 ちになる。

　 ・ 予算に組み入れる事を皆さんはどう思われているのか知り

　　  たい。

　７月　５日　田端　茂・幸恵　ご夫妻

　昭和３１年７月　１日　池永　隆司君
　昭和２５年７月　５日　溝上　純一郎君
　昭和２７年７月１６日　崎元　英伸君
　昭和１７年７月２６日　鶴田　明敏君

ＳＡＡ：田端茂君／音響：浅野訓一君　
次回例会／７月２６日１２：３０～

次回献立／助六、ゴボウ天うどん、ところてん
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