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本日の出席率７３.１％：会員数４１名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（２）２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１名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 平成２５年３月

２日に２７４０地区ＩＭが開催の案内

がまいりました。 ホテル万松楼で

「入会５年未満のロータリアンに楽

しいロータリーライフを過ごして頂く

ための研修会」 という趣旨で開催

されます。 昨年は私ども中央ロー

タリーが担当でした。大変忙しかっ

たと記憶しております。 ５年未満の方はもちろん数多くの会員の

皆様に参加をお願い致します。

　先日よりアルジェリアの石油プラント工場で起きたテロ事件で亡

くなられた方、 日揮社員７名・ 新たに２名計９名の方の死亡が確

認されました。 まだ行方不明者１名いるといわれています。 海外

で働く日本人の方で、 またテロ事件に巻き込まれた方で一度に

これだけの被害者を出したのは久しく聞いたことがありません。

日本を含む８カ国の国で犠牲者を出したと伺っております。 犠

牲になられた方々に国を超えて謹んで哀悼の意を表したいと思

います。 日本の国でこのようなテロ事件がないように願っていま

す。 また一方、 １月７日にオバマ米大統領が銃規制強化案を発

表したばかりなのに、 １月２１日には米ニューメキシコ州アルバ

カーキ市の郊外で子供３人を含む５人が射殺される事件が起き

ました。 １５歳の少年が逮捕されたそうです。 また２２日にはテキ

サス州ドースター大学で二人の学生が口論となりお互い銃で撃

ち合いけが人が出たそうです。 日本社会では起こらないような銃

社会の恐ろしさも感じております。

　また明るいニュースでは、 東日本大震災やタイでの洪水の影

響で車の販売台数が落ちていましたが、 ２０１２年トヨタが９７０万

台販売、ＧＭが９２９万台で、 トヨタが２年ぶりに販売車数で世界

一の座を取り戻しました。 米国 ・ 北米での販売が好調であった

ということです。 一方中国での販売が回復基調であるもののアジ

ア諸国での販売が今後のカギといわれています。 貿易黒字の

大きな収益部門を誇る自動車産業界の復活は円安を追い風に

日本経済に好影響を与え、 アベノミクス効果で順調に伸びてい

けばと願っております。 余談ですが、 ひそかにガソリンスタンド２

月危機というのが心配されております。 昨年消防法が改正され

タンクでの漏れを防ぐためにタンクの内側に樹脂等による加工を

１．例会変更
　   佐世保南ロータリークラブ

１月２５日 （金） １２：３０→１８：００～

　ＪＡさせぼ会館　長寿会のため

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　２月１９日 （火） １２：３０→１８：３０～　　

　　　　ホテル日航ハウステンボス　夫人同伴例会のため

　   　２月２６日( 火） １２：３０～

　　　　ハウステンボス トロティネ　例会場使用不可のため

２．来　　信
・ガバナー事務所
   ロータリー財団第２回補助金セミナーについてのお願い

・塩澤恒雄ガバナーエレクト
　国際協議会からのおたより

・ガバナーエレクト事務所
　２０１３～１４年度地区名簿作成に伴うお願い

・鴨川 　潔第５グループガバナー補佐
   山口 二郎第６グループガバナー補佐
　２０１２～１３年度ＩＭ開催の案内

　日時　３月２日 （土）　開会　１６：００

　場所　ホテル万松楼

３．伝達・通知
　○２７４０地区ガバナー事務所より、 東日本大震災復興支

　　援金のお願いがきております。 チャリティバザーの収

　　益金と合わせて送金いたしますので、 よろしくお願いしま

　　す。 　　 

義務づけられたそうです。 そのために費用が数百万～一千万

程度かかるそうです。 小規模なガソリンスタンドは、 ガソリンの販

売価格の高騰等で販売不振に陥り休業 ・ 廃業を考えているそう

です。 スタンドの数が減りますと市民生活に影響が出ることは必

至だといわれています。 会長挨拶を終わります。
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四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
半年を経過したのを境に会長挨拶のネタも切れてきました。

マンネリ化しないように気をつけたいと思います。 本日の卓話

の時間は、 前田幹事による 「第５回クラブ協議会」 となって

います。 いたらんことを言うかもしれませんが、 その時は後ろ

からやかましく注意します。 よろしくお願いします。

　
松尾英機君

７２回目の誕生日祝いありがとうございました。

馬場貴博君
遅くなりましたが、 結婚記念日の花ありがとうございました。

今日の例会に間に合うように先程、 宇久島ヵら帰ってきました

が、 波が高く最悪でした。 又、 アルジェリアで亡くなられた

方のご冥福をお祈り申し上げます。 ちなみに私も１年半駐在

していましたので、 大変気の毒な思いです。

糸瀬新君　
先週はバースディプレゼントありがとうございました。 ５２歳に

なりました。 やっと前田幹事に追いつきました。 遅くなりまし

たが、 ニコニコします。

本日の合計　　　　    6,000 円

本年度の累計　　　586,000 円

 前田眞澄 幹事　

■ 第５回クラブ協議会■

　本年度、 例年よりクラブ協議会の回数

を多くしています。 これはプログラム委員

会との協議の上会員全体でクラブの事を

考える時間を作る目的で決めました。 今

回と 2 月にもう 1 回会長 ・ 幹事担当のクラ

ブ協議会の時間帯を設けています。 今

回は幹事担当という事でロータリー在籍年数も浅く、 また知識

も充分では有りませんので、 私自身勉強のつもりで、 アンケー

トにお応えして頂く方式で進めさせて頂きたいと思いますので、

間違った説明をした時には遠慮なくご指摘下さい。 また、 今回

の設問ですが、 物事は何れの場合もそれが良いとか悪いとか

ではなく両方の面を持っているものだと思いますので、 感性 ・

感覚でお答えいただきたいと思います。 また一部を除いて 2

者択一にしています。 これは物事の左右優劣をお諮りするの

に中間意見を取り入れる意味合いがあまり無いと判断させて頂

きました。

　先ず「１. 事業・クラブ主催外社会貢献活動について」ですが、

ロータリーは単年度制であります。 単年度制のメリットはマンネ

リ化の防止、 リフレッシュすることで事業の活性化、 会員のモ

チベーションの高揚等利点があります。 反面継続性の事項に

ついては決定権の範囲が狭まり、 責任の所掌が曖昧と成り継

続性事業がしにくくなるというデメリットがあります。 そこで皆様

に当クラブで社会奉仕継続事業は有った方がいいか無い方が

いいかお訊ねしたいと思います。 また、 有った方がいいと思う

方は最低何年位の継続年数が妥当と思いますか。

　次に 「毎年７月に行われる佐世保市主催 海をきれいに “ビー

チ ・ クリーンアップ” への参加をどう思いますか。」 ですが、 も

う既に何回か参加された会員さんが殆どで、 行っても拾うゴミが

無い状況はご周知と思います。 ややもするとパフォーマンスだ

けで 「本来のゴミを拾う」 という活動が無く終わってしまいます。

反面参加する事で対外的には広報活動と名誉会員であります

朝長市長支援には成ると思います。 参加した方がいいか、 し

ない方がいいかご判断下さい。

　次に 「２ . 例会について」 ですが、 ロータリーの活動の中で

最も占有率が高いのが例会だと思います。 ロータリー活動が有

意義と感じられ、 また楽しく感じられるか否かは例会しだいと

言ってもおかしくないと思います。 そこで、 ご質問ですが、 例

会プログラムは会員卓話 ・ ゲスト卓話 ・ クラブ協議会 ・ クラブ

フォーラム ・ 事業で大半が構成されていますが、 その中でどれ

を最も充実してもらいたいですか。

　次に 「３. 会員拡大について」 ですが、 会員拡大で苦労して

いるのは当クラブだけではなく、 世界 ・ 日本 ・ 地区のいずれの

レベルにおいても最重要課題として取り上げられています。 ち

なみに当クラブで最も会員数が多かったのは 1997-1998 年度

の６５名です。 その次代は日本全国レベルでも１３０万人台の

会員数でした。 その前の 1996 年の１３０,６４７名をピークに減少

傾向にあり 2011 年までの１５年間連続減少で４０,３７９名の会員

が減っています。 平均を取りますと 1 年間で２ ,６９２名の減員と

成り、 これは２７４０地区の会員数が２ ,２００名位ですので、 １年

間で１地区まるまる消滅した計算になります。 会員拡大におい

ては過去当クラブでも拡大委員会を設置したり、 入会紹介リス

トを作成したりと行ってきた事もありましたが、 なかなか効果的

な手立てが無く、手の打ち様が無いという所が現状です。 また、

地区の会員増強セミナーの中で女性会員に対して門戸が狭い

クラブの存在も会員数が増えない１つの理由と揚げています

が、 当クラブでは指山会長時代に２名の女性会員入会を行っ

ています。 その意義は大きいと思います。 最初の女性会員入

会までが大変であって、 その後の女性会員入会においてはク

ラブに既に女性会員が居ると居ないとでは入り易さが全然違うと

思います。 そういった意味でももっと女性会員を増やして行く

方向性も考えて良いと思います。 以上の様な現状を踏まえ、

当クラブの会員数は何人が適正と思いますか。 また、 現在 41

名の会員数ですが最低何人まで減少した場合クラブの運営に

支障をきたすと思いますか。 また、 会員拡大の手法として有効

的な手法は何だと思いますか。

　最後の設問 「４ . 組織について」 ですが、 現在 3 年委員会

のクラブ管理委員会は直近３年のパスト会長、 パスト幹事で構
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