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本日の出席率８８.６４％：会員数４５名・出席３２名・欠席１０名・出席規定免除会員（３）１名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席３７名・メークアップ５名・出席規定免除会員１名

　今月１３日は武雄センチュリーホ

テルで２７４０地区のクラブ奉仕 ・

会員増強セミナーが４時間にわた

り開催され、 地区クラブ奉仕統括

委員の井上亮君、 会員増強の四

元清安君と私の３人で受講してき

ました。 創設者のポールハリスは

１００年前に 「ロータリーは時代と

供に変化しなければならない」 と述べていますが、 米国・日本・

英国等では会員数が減少し、 インド ・ 韓国、 ドイツ ・ 台湾が増

加しているものの、 ここ１７年間会員が減少し続けています。 日

本部会の減少率は世界最大で２００７年〜２０１３年の約９５ ,３０３

人が約９,０００人減少の８６,７８４人で－２１％でした。 因みに米国

は−１５％です。 １９９６年１１月の最高会員数からは実に－３４％も

減少しています。

　その原因として、 ロータリー精神の希薄化が２４％、 既存会員

の意欲低下、 新入会員の教育不足、 クラブ活動のマンネリ化２

０％、 例会、 委員会活動のマンネリ化、 ステータスの低下で真

の奉仕活動からの乖離等が挙げられていました。

　まさにロータリークラブは変遷を突きつけられているとのことで、

多くの人の主な入会理由は 「地域社会への貢献」 「友情と親睦」

です。 この心を大事に維持しつつ、 クラブの将来像に対する戦

略計画 ( 長期計画 ) を立て、 そこに至る道程を検討しなければ

なりません。 時代の変化に伴う多様性、 柔軟性、 刷新性、 情

報革命に対応、 国際化等を広めていかなければなりません。

例えば、 ５年後に会員数は何人が望ましいか？ 女性会員を何

人獲得 ？ 今までいなかった年代 ( 若い世代３５〜４０歳をター

ゲット ) の獲得策は？  今までなかった職業人等に注目してそこ

から新しい広がりを作り、 一人の加入は数人の潜在会員の獲得

が期待でき、 新しい血 ( 波 ) がクラブの再生に繋がる可能性を

広げましょう。 クラブの活性化を阻害する要因として、 会員数の

減少の２４％が新入会員の減少、 ３年未満会員の退会です。

入会からいきなり親睦活動委員会３年配属のルールにも大きな

疑問があるのではないでしょうか？ 

　日本部会はＲＩ理事４名 （通常ＲＩ理事は会員３５,０００人で１人、

１．例会変更

　　 佐世保東南ロータリークラブ

７月３０日（水）１２：３０～

佐々町付近山林　社会奉仕活動のため

　
２． 来　　信

・ガバナー事務所

　①クラブ奉仕統括 ・ 会員増強セミナー出席のお礼

　②米山奨学生の出前卓話ご利用のお願い

・池田 徳宏海上自衛隊佐世保地方総監

　佐世保音楽隊 「ファミリーコンサート」 のご案内

　日時　９月６日 （土） 午後２時～午後４時

　場所　アルカス SASEBO 大ホール

３．伝達・通知

・ ８月１０日 （日） に開催される 「１００年の森佐世保の植樹祭」

　のポスターをセルフボックスに入れております。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

日本部会は２５,０００人で１人 ) を獲得する為に、ＳＡＫＵＪＩ作戦の

継続で日本全体のロータリアンを２０１５年６月末までに１０万人 (１

４,０００人増加 ) を目標としています。 詳細は次回例会の第１回ク

ラブフォーラムで協議したいと思います。

　本日は第１回クラブ協議会となっています。 ロータリー章典

8.040.1、 クラブ協議会とはクラブのプログラムおよび活動につい

て協議する目的で開かれ、 クラプの理事、 役員およぴ委員長

が出席して、 クラブの運営や奉仕活動に関する計画や実施状

況について協議し、 クラプ活動を活発かつ円滑に推進する公

式の会合で、 勿論、 全会員の出席も要請されていますので、

宜しくお願い致します。

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　　 　山口　剛史様                         

　                                                 河原　忠徳様

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　田中　尚子様　 
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井上亮クラブ奉仕委員長

　クラブ奉仕委員会は、 クラブ管理 ・ 出

席会報 ・ 親睦活動委員会 ・ＳＡＡの５委

員会を担当します。 詳しくは各委員長に

報告していただきます。 特に楽しい例会

を企画し、 出席率ＵＰを目指し、 会員増

強にも力を入れたいと思います。

馬場貴博親睦活動委員長

　親睦活動の基本である 「会員相互の親

睦及び会員家族との親睦」 を基本とし、

本会の主たる行事の計画 ・ 実施を入念

に練り上げ活動することとする。 会長幹

事交代式 ・ 納涼例会 ・ 創立記念例会 ・

忘年家族例会 ・ 延寿会 （但し本年は対象者がいない） 等年

間の主たる行事の計画立案を主眼とし、 またニコニコのお願い

を謙虚に行い会全体を盛り上げることに努める。 又家族 ・ 御夫

本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　  131,000 円

■ 第１回クラブ協議会 ■
　　 委員会活動計画

牛島義亮　２０１３～１４年度中央会会長

　７月１３日の中央会最終コンペは霧のため中止になりました

が、 夜の懇親会は盛り上がり、 無事に解散式を終了しました。

一年間協力していただいた皆様に感謝申し上げます。

佐世保ロータリークラブ　山口剛史様

本日はメークアップさせていただきます。お世話になり

ます。

佐世保南ロータリークラブ　田中尚子様

本日はよろしくお願い致します。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

九州南部地区は梅雨が明けましたが、 北部地区はまだまだ

のようです。 佐世保ロータリークラブの河原忠徳君、 山口剛

史君、 佐世保南ロータリークラブの田中尚子さん、 ご来訪あ

りがとうございます

岩政孝君

本田幹事！第１回目のクラブ協議会の重要な進行係です。 １３

時３０分にピシャッと終了できる腕前を期待します。 「立場を変わ

れば人も変わる !!」 秘めていた力を発揮して下さい。

岡田文俊君

「１００年の森佐世保の植樹祭」 を８月１０日開催します。 崎岡

町のインターです。 応援よろしくお願いします。

牛島義亮中央会会長

７月１３日の最終コンペは公務で欠席の大久保会長、 本田幹

事、 四元ＳＡＡの怨念に負け、 霧の為中止になってしまいま

した。 取り切り戦は次年度田代会長に託します。 一年間ご

協力をいただき本当にありがとうございました。

池永隆司君

先日の中央会の懇親会、 泥酔して乱入してしまい、 大変申

し訳ありませんでした。 少しお酒をひかえたいと反省しており

ます。 それから、 ５８回目の誕生日プレゼントありがとうござい

ます。

昭和３１年７月　１日　池永　隆司君
昭和４３年７月　２日　田中　啓輔君
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
昭和４６年７月２８日　山田　伸二君

坂井智照 クラブ管理委員会委員

規定審議会とは

○規定審議会は、 国際ロータリーの立法機関

ロータリーの基本的な文書である国際ロータリー定款 ・ 細

則、 そして標準クラブ定款を改定する権限を持つのは規定

審議会のみ」

２０１３年　ＲＩ規定審議会の主な改正点

○クラブ幹事を理事とする

○同一クラブの再入会の入会金を免除

○出席規定の免除の規定を改正

　 ・ 病気による欠席は理事会で１２ヵ月以上認める

　 ・ 出席免除の６５歳以上の年齢制限を廃止

　 ・ 理由のある欠席、 病気による欠席は出席率の計算に含

　　 まない

○仕事をしたことがない人、 または仕事中断している人を

　 正会員と認める （主婦 ・ 主夫も可）

○地区協議会を地区研修 ・ 協議会に修正

○ガバナー ・ ノミニー ・ デジグネートの肩書き新設

○地区の最低会員数を１， ２００名から１， １００名に変更

  （秋田 ・ 青森は合併回避）

○新世代奉仕を青少年奉仕に変更
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ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／７月２４日１２：３０～

次回献立／ちらし寿司、小鉢、茶椀蒸し、赤だし

人方が出来るだけ多くご参加が頂けるように配慮することも、 目

標に掲げる。 内容に関しては全ての委員に担当割に参加して

頂き、 委員会全体で作り上げることを心がける。

四元清安 ＳＡＡ

　今年度も、 例会時に変化をつけた威

厳に富み厳粛な運営が出来るよう取り組み

ます。 各例会２名の担当者を決めどちら

かが司会を担当する。 音響はホテル側

に操作にして頂く。 担当者は少なくとも３

０分前に出席して、 例会運営について幹事と打ち合わせをす

る。 今年の特徴は年２回 「「ロータリーの目的」 を７月と１月に

唱和する。 第１回目として 「ロータリーの目的」 を朗読。

四元清安 会員増強特別委員会

　クラブの活性化の一番の近道は会員増強だと思います。 今

年は強い使命感と熱意を持って、 ５名の純増を目標にその達

成を目指します。 早速、 新会員の情報を得て、 御本人の入

会の意思を確認しに行きましたが、 残念ながら木曜日の出席

が仕事上出来ないと判明致しましたので、 勧誘を断念致しまし

た。 委員会の開催を７月中に決定して行うこととし、 会員皆様

からの新会員候補の情報をより多く頂きますようお願いいたしま

す。 委員会のメンバー一同誠意を以って対処していく所存です。

川島千鶴 会報・出席委員長

　例会時の週報作成 ・ 出席報告につい

ては、 各委員の方に原稿、 写真、 ビデ

オ撮影、 出席報告と担当を決め、 順番

に行っていきます。 会長挨拶、 幹事報

告、 委員会報告、 ニコニコＢＯＸ、 本日

の卓話、 出席報告の原稿をチェックし、 週末までにとりまとめメ

ンバー全員一斉メールにてチェックした後、 事務局経由で行い

ます。ＨＰにも掲載可能な内容で最終原稿と致します。 また、

例年のことではありますが、 例会出席９０％以上、 修正出席率

１００％を目標に会員の皆様に出席の意識付けを行っていきた

いと思います。 そして、 新たに開設するクラブの facebook に週

報の掲載を検討中です。

田代博之 クラブ管理委員長

１． ロータリー情報委員会では、 ロータ  

　　 リーの意識を高めるため為、 に毎月

　　 一回ロータリー情報を提供します。

２． 前期は会員増強に成功しました、ロー

　　タリーをよりよく知ってもらうため、 新　

　　入会員セミナーを開きます。

３． 会員拡大純増５名を目指します。

卓話は、 後半に外部卓話者を計画しています。

山瀧正久 職業奉仕委員長

○委員会のメンバー紹介

○今年度の活動について紹介

　１　例年通り社員招待映画例会の開催

　２　職場訪問例会

　　 職場訪問例会については、 横瀬米軍基地を予定している。 　

　　 時期については、 来年３月を計画している。

○例会の開催に当たっては、委員会で担当を決めて取り組んでいく。

八重野一洋 社会奉仕委員長

　長崎県立佐世保特別支援学校の生徒

さんとの交流を通じ、 施設等の訪問を計

画しております。 常に変化を感じられるよ

うな事業内容にしていきたいと思います。

又、 青少年奉仕委員会との合同事業も

視野入れていきたいと思います。

池永隆司 青少年奉仕委員長

　異文化に接することは、 国際理解と平

和を推進する最も効果的な方法と言われ

ております。 今年度は、 中学生 ・ 高校

生に先ずは短期のホームステイの機会を

提供することの検討と、 今年度又は来年

度、交換学生を受け入れることを想定しての勉強会、ロータリー

青少年交換を中心に取り組み、 後半は年齢制限が無くなった

ＲＹＬＡへの行事推進にあたりたいと思います。

岡光正　国際奉仕委員長

　国際奉仕委員会は 「国際交流委員会」

と 「ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員

会」 に関する事業を担当します。 「国際

交流委員会」 は韓国釜山蓮山ＲＣ以外

の近隣諸国と新たなロータリー活動の交

流を目指します。

　また、 「ロータリー財団・米山記念奨学委員会」 については、

地区研修で学ばせて頂きました、 活動方針に近づけるよう努

力致します。

橋口佳周 Ｒ財団・米山記念奨学委員長

１． 佐世保中央ロータリークラブ基金と連

　　 携し、 ロータリー財団、 米山記念奨  

　　 学会への寄付を行う。

２． ロータリー財団 「未来の夢計画」 に

　　 よる地区補助金を活用し事業を行う。

３． クラブへのロータリー財団 ・ 米山記念奨学会への理解を得

　　 るための講演活動を行う。
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