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本日の出席率８５.１％：会員数４２名・出席３６名・欠席５名・出席規定免除会員０名・ビジター７名

前々回の修正出席率１００％：出席３５名・メークアップ９名・出席規定免除会員１名

　７月５日　いよいよ２０１２－１３年

度の始まりです。

　６月２８日の会長幹事交代式が

無事済んだことに 「ホット」 してお

ります。 親睦活動委員長　池永隆

司君はじめ、 準備に携わった親

睦活動委員会委員の皆さん、 司

会をして頂いた、ＳＡＡ　鶴田明敏

君、 浅野訓一君、 また、 激励の言葉を頂いた牛島バスト会長、

英文の入った挨拶は 「本当にカッコ良かった」 と思いました。

　

　そして、 何よりもＩＭ・１０００回記念例会と大きな事業を成功さ

れた、 田代直前会長、 八重野直前幹事、 ガバナー補佐として

第６グループの御世話していただきました坂井智照ガバナー補

佐、 一年間大変御苦労さまでした。

　西村会長エレクトの 「お謡」 にも関心致しました。 そして何より

も会を盛り上げて頂いた佐世保中央ロータリークラブの会員の皆

様に感謝いたします。 また、 ゲストして来て頂いた、 米海軍佐

世保基地司令官　チャールズＷ・ ロック大佐、 野田三地之特別

代表ご夫妻、 松尾辰二郎拡大補佐ご夫妻、 わざわざお祝いの

ビデオメッセージを頂いた朝長則男市長にも改めて感謝いたし

ております。

　新年度、 会員数４２名。 前年度より、 ３名少ないスタートなりま

した。 何よりも会員増強が必要な年と思います。 新しい会員が

増えれば、 クラブは活気づき、 クラブに勢いが増します。 難し

い時期ではありますが、 地区会員増強委員会に出向する井上

亮委員、 また、 地区社会奉仕委員会に委員長として出向する

坂井智照委員長には、 地区の情報を基にしての会員増強のア

イデアをお願い申し上げます。

　会員の融和と親睦をはかり、 会員の皆様の力をお借りして、

確固たる運営体制を構築し、 楽しいロータリー生活 ・ ロータリー

活動を楽しめるクラブづくりに邁進いたします。これをもちまして、

最初の会長挨拶と致します。 運営方針につきましては後ほど述

べたいと思います。 一年間宜しくお願い申し上げます。

１．例会変更
佐世保東ロータリークラブ
７月１９日（火）１２：３０～
場所 ：隆水庵　職場訪問のため

伊万里ロータリークラブ
７月１８日（水）１２：３０→１８：３０～
場所 ：ロイヤルチャスター伊万里　夜の例会のため

２．来　　信
・国際ロータリー

ザ ・ ロータリアン　７月号の送付

・ガバナー事務所
事務所名称変更のお知らせ  ７／１～ガバナー事務所に

佐世保ロータリークラブ　　　　　　　　　 長島　正様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円田　浩司様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米倉洋一郎様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　馬郡　謙一様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 角　　 康隆様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松本　一盛様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　  深町　等様

本田 実 社会奉仕委員
 海の日 “ビーチクリーンアップ” 参加のお願い

　日時 ：７月１６日 （祝 ・ 月） ８:３０分集合　９：００開始

　場所 ：西海パールシー、 鹿子前海岸

八重野 一洋 前幹事
６月に３名の会員より退会届が提出され、 理事会で承認、 受理

されました。 本村政信君、 瀬戸浩君、 徳永英太朗君です。 先

週の例会がお祝いの場でありましたので、 本日となりました。 ご

了承ください。 　
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佐世保ロータリークラブ 会長  長島正様、幹事  円田浩司様
副幹事 平尾幸一様、米倉洋一郎様

新年度のスタートであります。 第１回目の例会にお世話になり

ます。 四元会長、 前田幹事、 佐世保中央ロータリークラブ

の会員の皆様方のご活躍をお祈りいたします。

佐世保ロータリークラブ　円田  昭様
四元会長、 前田幹事のご活躍を祈念申し上げます。

佐世保南ロータリークラブ会長  馬郡謙一様、幹事 角康隆様
新年度の初回例会に訪問させていただきました。 田代前会

長、 富永前副会長、 八重野前幹事、 それぞれにご活躍ご

慰労申し上げます。 又、 坂井ガバナー補佐におかれまして

も第６グループのリーダーとしてご苦労さまでした。 次年度は

今まで以上にお世話になる事と思いますが、 四元会長、 大

久保副会長、 前田幹事始め佐世保中央ロータリークラブの

皆様のご指導を宜しくお願い申し上げニコニコします。

佐世保北ロータリークラブ　深町等様
昨年度は田代前会長、 八重野前幹事にはお世話になりまし

た。 又、 坂井ガバナー補佐には今後ともご指導宜しくお願

いいたします。 四元新会長、 前田新幹事頑張ってください。

私は気が抜けた訳ではありませんが、 初回から自分の例会

を休んだので、 新年度初メークアップです。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
皆様こんにちは。 いよいよ本日より新年度の始まりです。 前

に座っている３人、 大変緊張しております。 一年間宜しくお

願いします。 佐世保ロータリークラブ会長 長島正様、 幹事 

円田浩司様、 米倉洋一郎様、 佐世保南ロータリークラブ会

長 馬郡謙一様、幹事 角康隆様、松本一盛様、佐世保北ロー

タリークラブ前幹事 深町等様のご来訪を歓迎いたします。

田代博之前会長、富永博美前副会長、八重野一洋前幹事
昨年一年間大変お世話になりました。 四元丸の出航を祝し、

又無事に帰港されることをお祈りし、 ニコニコします。

歴代会長・幹事
先日の歴代会長 ・ 幹事会の時の会費が余りましたので、 クラ

ブのほうで役立ててください。

クラブ奉仕委員会、クラブ管理委員会
前年度田代会長、 富永副会長、 八重野幹事、 一年間お疲

れ様でした。 四元会長、 大久保副会長、 前田幹事一年間

本日の合計　　　　   75,000 円

本年度の累計　　　128,000 円

井上 亮 ２０１１～２０１２年度中央会会長
去る７月１日、 第１０３回中央会を開催しました。

優勝　糸瀬 新君、 準優勝 崎山 信幸君

次回より田雑会長にお願いします。

頑張ってください。四元丸の船出を祝します。又、佐世保ロー

タリークラブ 会長 長島様、 幹事 円田様、 米倉様、 佐世保

南ロータリークラブ会長 馬郡様、 幹事 角様、 松本様、 佐

世保北ロータリークラブ前幹事 深町様のご来訪を歓迎いた

します。

会報・出席委員会
素晴らしい一年になることを祈念してニコニコします。 出席 ・

会報委員会も今年一年会報 ・出席の役割を頑張ります。

ＳＡＡ委員会
本年度宜しくお願いいたします。

職業奉仕委員会
一年の航海の無事を祈念してニコニコします。 職業奉仕も頑

張ります。

新世代奉仕委員会
一年間宜しくお願いいたします。

国際奉仕委員会
国際奉仕はベテランメンバーを始め、 不出来な後田で出発

します。 色々とご迷惑をお掛けすると思いますが、 一年間宜

しくお願いいたします。

田端茂君・岩政孝君
佐世保ロータリークラブ 長島会長、 円田幹事、 お目付け役

米倉様、 佐世保南ロータリークラブ 馬郡会長、 角幹事、 お

得意様の松本様、 佐世保北ロータリークラブ 深町組長、 四

元、 大久保、 前田、 三役を宜しくお願いします。

糸瀬新君
先日の中央会ゴルフコンペ、 優勝することができました。 皆

様とハンディのお蔭です。 ありがとうございました。

親睦活動委員会
先週の会長 ・ 幹事交代式お疲れ様でした。 いよいよ四元丸

の船出です。 これから各事業のご参加とニコニコのご協力、

一年間宜しくお願いいたします。
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　2012-2013年度ＲＩ会長 田中 作次氏はＲＩテーマに「奉

仕を通じて平和を」あげられました。田中 作次 ＲＩ会長

の言葉に、平和という概念は、人によって、文化によって

異なる。という言葉あります。また、ロータリーにおいて、

奉仕とは、片手間にすることでも、たまに取り組んでする

ものではない。奉仕とは生き方である「奉仕を通じて平和を」

もたらすために積極的に活動していただきたい。とも言わ

れております。

　2012-2013年度ＲＩ第２７４０地区ガバナー福元裕二氏は

地区方針について、いくつか述べられています。

 1. 各クラブでＲＩテーマに沿った奉仕活動、良いことを 

　　１つ以上実行しよう

 2. 若い世代の育成につながることを考え実行しよう

 3. 表彰を出来るだけしたいので積極的な応募を

 4. 東日本大震災の支援を継続しよう

 5. 会員増強の目標純増２名以上

 6. ロータリーの年次寄付目標 １人平均（年間）１００ドル

 7. 米山奨学会への寄付目標　一人平均 年間 １６０００円 

　　という地区方針を立てられました。

　今年度第６グループのＲＣを御世話されるのは、第６グ

ループガバナー補佐、佐世保東南ＲＣの山口二郎氏です。

ご紹介しておきます。また心新たに、地区方針を念頭に置

き、クラブ運営に努めたいと思います。

　2012-2013年度の佐世保中央ＲＣのクラブローガンを「集

う仲間に感謝・新しい出会い・友情の輪がロータリーの力」

とさせていただきました。同じ奉仕の理想を目的として活

動する仲間へ感謝し、より多くの方々と知り合い、集う仲

間の友情の輪が大きくなることを期待し、会員の皆様の心

と力を結集して、愛あるクラブづくりを目指したいという

意味です。

　運営方針を述べる前に、私の再認識のためにロータリー

が誕生したいきさつと、ロータリー２０１２年度統計の現

在会員数について述べたいと思います。

　ロータリーの誕生は、２０世紀の初頭、その地で事務所

を構えていた青年弁護士ポールハリスは友人３人と計らっ

てお互い信頼できる公正な取引をし、仕事上の付き合いが

そのまま親友関係に発展するような、仲間を増やしたいと

いう趣旨でロータリークラブという会合を考えました。ロー

タリーとは集会を各自の事務所で持ち回りで開くことから

なずけられました。１９０５年にシカゴＲＣが誕生してか

■ 2011~2012 年度クラブ運営方針 ■
クラブスローガン
　　　「集う仲間への感謝・新しい出会い
　　　　　友情の輪がロータリーの力」

第２２代会長　四元 清安君

ら、今では、２００以上の国と地域に広がりクラブ数３４，

１９６。会員数１,２１８,２６９人に達しています。

現在、日本全体でのクラブ数は２ ,２９２。会員数８８ ,７

３４人となっております。ロータリーの友６月号で、全国

３４地区では、まじか１０年間で約２３ ,０００人減、言い

換えれば会員数２ ,３００人の地区が１０年間の間に毎年、

１地区消滅しているという記事です。我がクラブの会員数

も前期より、4 人減少しております。会員増強が最優先課

題となるのではないでしょうか。

　

　我がクラブの５大奉仕部門についてお話をしたいと思い

ます。

　クラブ奉仕委員会委員長 坂井智照君には、クラブ管理委

員会・会報出席委員会・ＳＡＡ・親睦活動員会とクラブの円

滑な運営を担う要の、４小委員会を担当していただきます。

昨年より、地区ガバナー補佐・今年は地区社会奉仕委員長

として大変でしょうがご活躍を期待しております。

また、クラブ管理委員会の各担当の方には、御苦労をおか

けします。1 委員会として数名の委員の方の配属を受け独

立してもいい部署ですが、各部門担当ということで、まず、

会員増強担当 井上亮君、地区の会員増強委員会委員とし

て出向して頂き有難うございます。今の時期大変でしょう

が、純増２名以上の会員増強をお願い致します。会員選考

担当 田雑豪裕君。職業分類担当 田代博之君、増強される

であろう会員を宜しくお願い致します。ロータリー情報担

当 池永隆司君、八重野一洋君。月一回のロータリーに関す

る情報の提供をお願いします。クラブ活性化の新しい試み

として期待しております。プログラム担当 南部建君。プロ

グラムの長い一年間のうちには突然の変更もあり得ます。

会員の皆様に変更の事柄をスムーズに伝えられるよう、幹

事を助けてください。会報・出席委員会委員長 馬場貴博君。

毎週の会報の校正、管理に大変でしょうが、委員の皆様の

助けを借り、読みやすく、わかりやすい会報作りに期待し

ております。常に各会員の出席率を把握し遅滞なく欠席の

会員にはメーキャプを進めるよう事務局との連携をお願い

します。

　ＳＡＡ 山瀧正久君。通常の例会のほかに、年数回のロータ

リー綱領と４つのテストの唱和を私の我がままで押しつけ

て申し訳ありません。新理事として、クラブのサポートを

お願いし、スムーズな例会運営と「ちょと」した遊び心を

いれた例会をお願い申し上げます。

　親睦活動委員会委員長 池永隆司君。一年間の各行事ごと

に担当者を決められ新しい考え、発想を盛り込み、家族・

会員相互の親睦をより深めるような事業をされるとのこと

期待いたしております。ニコニコボックスの情報もあらゆ

るところにアンテナを張り情報収集とニコニコの目標額達

成をお願いします。

　職業奉仕委員会委員長 川崎洋一君。社員招待例会・職場

訪問を楽しみにしている、会員・社員もおおいので楽しい

企画をお願いします。また、何の関係もない予算を無視し

た迷惑なビデオ作製をお願いしそうで心配です。
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ＳＡＡ：山瀧正久君／音響：長富寿人君

次回例会／７月１２日１８：３０～

次回献立／うな丼、清汁、酢物

社会奉仕委員会委員長　崎山信行君。市議会議員として忙

しくご活躍のなか、、私が今期ぜひ実現したい事業は「継続

事業」であります。ひとりよがりかもしれませんが、特別

支援学校をパートナーに「継続事業」が実現できないかと

常々思っておりました。社会奉仕委員会の事業計画の中に、

特別支援学校の生徒と養護施設老人ホームとの交流プロ

ジェクトの企画を見つけました。この企画をぜひ成功され

ることを期待します。また、継続事業となりうる合理性が

あるかどうか、検討・研究もあわせてお願いします。

福元ガバナーの地区方針の中に東日本大震災の支援を継続

しようとありましたので、東日本大震災の義援金活動バザー

開催もあわせてお願いします。いまだ震災で苦しんでいる

方々に、少しでもお役にたてるようにこの義援金活動を位

置づけたいと思います。

新世代奉仕委員会委員長 野村和義君。ＲＹＬＡの担当およ

び、社会奉仕との共同事業を押し付け申し訳ありません。

この交流プロジェクトの企画を共同事業として利用され、

青少年の健全な育成に貢献できる、倫理感のある大人の事

業として成功されることを期待しております。また、２０

１２－１３年度ロータリー世界平和フォーラム　広島大会

が２０１３年 5 月１７－１８日に開催されます。その支援

と参加要請も来ておりますのでご一考ください。

国際奉仕委員会委員長　後田明子君。初めての理事委員長

期待しております。国際交流委員会・ロータリー財団米山

奨学委員会を担当していただきありがとうございます。女

性の目から見た斬新な委員会運営をお願いします。分から

ないところがありましたら、強力な助っ人井上副委員長に

お聞きください。経験豊富な良いアドバイスが頂けると思

います。

国際交流委員会委員長 宮崎正典君。創立記念例会、４月の

釜山蓮山ＲＣ訪問の際の会員の御世話、韓国での姉妹提携

クラブ調印式の御世話等、色々な企画で後田委員長を助け

てください。得意の韓国語で釜山蓮山ロータリークラブの

事務局と綿密な打ち合わせお願い致します。

Ｒ財団 ・ 米山奨学委員長 岩政孝君。ロータリー財団の「未

来夢計画」では、２０１７年のロータリー財団の１００周

年に備えるため、新しいロータリー財団委員会組織を計画

されております。今この委員会は、大きく変わろうとして

います。その対応のため、特にロータリー活動経験が豊富

な方を配属してくださいとの要望がありましたので、ベテ

ランのあなたを配属いたしました。地区の方針にありまし

たように、ロータリーの年次寄付目標・１人平均（年間）

１００ドル　米山奨学会への寄付目標　一人平均年間１６

０００円　（今まで１００００円だったそうです昨日知りま

した。）無理のない集金のシステムの研究をお願いします。

　また、直前会長　田代博之君　一年間御苦労さまでした。

つたないクラブ運営になるかもしれませんが、寛容のここ

ろをもってご指導ください。責任は、私ではなく、幹事が

とるそうです。

会長エレクト 西村浩輝君。直前会長ともどもアドバイスをお

願いします。

会計 芥川浩一郎君。　予算作成有難うございました。また、

数年続けての会報担当委員会配属申し訳ありません。予算

執行・決算まで宜しくご指導願います。

副会長 大久保厚司君 幹事 前田眞澄君 副幹事 浅野訓一君。

　今年のサラリーマン川柳第 6 位の句「何気ない、暮らし

が何より、宝物」という言葉がありました。この言葉を合

言葉に、お互いの家庭を壊さない程度に一年間「一心同体」

でお願い致します。

　昨年の「年次総会」で失笑を誘いました、私の好きな言

葉を今一度、使わせて頂き終わりたいと思います。「他力本

願」です。理事役員・会員の皆様のご協力を切にお願い申

し上げまして、佐世保中央ロータリークラブの運営方針の

発表とさせていただきます。ご静聴ありがとうございまし

た。
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