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本日の出席率９２.８％：会員数４２名・出席３７名・欠席３名・出席規定免除会員２名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ１０名・出席規定免除会員１名

　皆さんこんにちは、 二週間ぶり

の例会で、 会うのが久しぶりという

感じがします。 オリンピック･お盆

休みも終わり、 ようやく通常の暮ら

しに戻られたと思います。 ８月１０

日、 社会保障と税の一体改革関

連法案が参議院本会議で可決成

立いたしました。 ２０１４年に、８％・

２０１５年に１０％と２段階で引き上げられます。 私事ですがタク

シー業界におきましては、 料金メーターの改造をしなくてはなり

ません。 税金の率の改定だけだと思われますが、 運賃関係に

つきましては、 認可制になりますので、 原価計算書を作成し、

国土交通省に届出を出して書類が審査され認可となります。 通

常ですと一台当たり３５ ,０００円かかります。 ご存知でないかと思

いますが、 メーターには封印というものがありまして勝手にメー

ターを開けると封印が切れるシステムになっており不正をされな

いようになっています。 消費税が上がりますと不景気になること

は、 世界のどの国が消費税を上げた時の共通事項となっていま

す。 まずは、 経済浮揚策を同時に行わないと意味がないとも言

われております。 我が国もしっかりと景気対策をして頂きたいと

思います。

　また、 尖閣諸島問題･竹島問題 ・ 北方領土問題と日本の外交

姿勢が問題視されていますが、 日本国もしっかりと長期的 ・ 戦

略的展望をもって領土問題については、 外務省も内閣も取り組

む必要があると思います。 １０月の創立記念式典に韓国釜山蓮

山ロータリークラブを招待致していますが日韓関係が１０月には

拗れていないことを望みます。

　このようなことで、 ２２年目を迎える佐世保中央ロータリークラブ

と釜山蓮山ロータリークラブの姉妹クラブとしての友情と交流に

溝を作ってはならないと思います。 「目には目を歯に歯を」 という

中東のことわざがありますが、 「やられたらやりかえせ」 という意

味にとらえられがちですが、 「一時の感情に任せて何倍もの報

復を行うのではなく、 それ相応の罰で相手をゆるせ」 という報復

拡大の防止を意味しています。 互いがロータリーの 「寛容」 の

精神を持って接すれば、 お互いを理解しあえるようになるので

はないかと思います。 挨拶を終わります。

１．例会変更
　　ありません。

２．来　　信
・国際ロータリー

２０１２－１３年度公式名簿ＣＤ

・佐世保西ロータリークラブ
第４回市内ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内

日時　９月１９日 （水） １８：３０～

場所　ホテル万松楼

・佐世保東南ロータリークラブ
クラブ現況と活動計画書 ・ 前年度活動実績報告書

・公益財団法人米山梅吉記念館
記念館官報秋号並びに賛助会入会のお願い

・海上自衛隊佐世保地方総監部
佐世保音楽隊演奏会のご案内

・陸上自衛隊相浦駐屯地
創立記念行事のご案内

・ 認定ＮＰＯさいたまユネスコ協会

　　ネパール奨学支援プロジェクト活動協力のお願い

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　 篠原　政幸様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  石塚　伊知郎様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　 緒方　信行様　

committee

南部 建 クラブ管理委員会 プログラム担当
　９月１３日 （木）　第１０３５回例会のプログラム　

佐世保市職員卓話者を９月が新世代のための月間にも当たる事

から、 佐世保市教育委員会青少年教育センター所長田口哲久

様にご依頼をしております。 内容は不登校のお子様の現状とそ

れに取り組まれている青少年教育センターの活動についてお話を

いただきます。
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本日の合計　　　　   22,000 円

本年度の累計　　　211,000 円

担当；クラブ管理委員会　

佐世保北ロータリークラブ　緒方信行様
　本日はお世話になります。

四元清安会長・大久保厚副会長・前田眞澄幹事
　皆様、 こんにちは。 本年度が始まって一カ月が過ぎました。 

　 少し緊張もほぐれ、 夏の暑さも和らぎ改めて頑張らさせていた

　 だきます。 本日はクラブ管理委員会フォーラムとなっておりま

　 す。 会員の皆様、 最後まで宜しくお願いします。

２０１１～１２年度田代博之会長・富永博美副会長・八重野
一洋幹事
　皆様こんにちは。 本日 2011 ～ 12 年度最終理事会で最終審

　 議を行いました。 竹本会計のチェックも完璧でした。 前年度

　 黒字になりましたので、 明るくニコニコ納税します。 会員の皆

　 様ありがとうございました。 四元会長、 前田幹事、 予算組は　

　 慎重に！

クラブ管理委員会一同
　本日はクラブ管理委員会のクラブフォーラムとなっていますの

　 で、 皆様宜しくお願いします。

西村浩輝会長エレクト
　今月２１日、 誕生日を向かえました祝いの品ありがとうござい　 

　 ます。 ロータリークラブライフを楽しんでいます。 又、 ８月２６ 

　 日 （日） 尺八の演奏会があります。 皆様も尺八の音をお楽し

　 みくださいますように…と念じつつありがとうございました。 感謝。

竹本慶三君
　１５日～１９日、 ４泊５日、 佐世保市観光ＰＲ団としてＹＯＳＡＫ 

　  ＯＩのチーム３０名を引き連れて長崎～上海往復オーシャン

　　ローズの船旅で行ってきました。 船中及び上海市内で２８曲

　　の演舞。 片道２８時間の船旅はだんじゃなかったです。 反日

　　デモのことは何も知りませんでした。

田端茂君
　今週も例会に出席出来ましたので感謝してニコニコします。

牛島義亮君
　坂井智照委員長のクラブ管理委員会担当クラブフォーラム期

　 待しています。 頑張ってください。

後田明子君
　誕生日プレゼントありがとうございました。 今年は中三、 小六

　 の甥っ子からお祝いしてもらいました。 小さかった甥っ子たち

　 もこんなに大きくなったんだと…とっても嬉しかったです。

池永隆司君
　８月７日に２人目の孫が生まれました。 白髪も増えステテコも　

　 似合うようになり、 益々ジジィ化しています。

井上亮君
　四元会長～またまた早退します。 すみません～。

馬場貴博君
　本日、 平戸の現場に戻りますので早退します。

■ 第１回クラブフォーラム■

坂井智照 クラブ管理委員長　
　「入会５年未満の会員へクラブ管理委員会の評価をお尋ねしま

す。」

岡光正君
　「クラブ奉仕委員会の下に管理委員会がありますが、 その役割

は理解していません。」

後田明子君　
　「私も、 クラブ管理委員会の役割は分かりません。」

川島千鶴君　
　「各委員会の運営がスムースに進められるように調整するのがクラ

ブ管理委員会と理解しています。」

坂井智照 クラブ管理委員長　
　「クラブ管理委員会は、 次の委員会に毎年委員を任命するもの

とする。

　・職業分類委員会　　・ロータリー情報委員会　　
　・会員増強委員会・会員選考委員会　　
　・プログラム委員会
　クラブ管理委員会は、 ６名の委員をもって構成されるものとし、

それぞれ毎年２名の委員を３年の任期をもって任命するものとす

る。 　本規定に基づく最初の任命は次のごとく行うものとする。 　

即ち、 ２名は１年、 ２名は２年、 ２名は３年の任期をもって、 そ

れぞれ任命する。 となっています。」

池永隆司君　　　　　　

　「５っの委員会を集約したのが、 クラブ管理委員会ですが、 直

近３年の会長 ・ 幹事経験者により構成されています。 もう少し若

い会員を増やしたほうが、 より良い運営が出来るのではないかと

思います。」

南部建君
　「クラブの基本を創る委員会ですから、 元気な会員を入会させ

てください。」

八重野一洋君　
 　「重要なポジションにある委員会ですが、 理事会とは直接リンク

していないので、 何をどのように運営したら良いのか判らないでい

る。」　

坂井智照クラブ管理委員長　　
　「クラブ管理委員会の重要性は、 ご理解頂いていますので、

担当委員会として、 細則と文面が合わない面がありますので、 ご

注意下さい。 新入会員にも所属していただき、 ご理解を深めて

いただきたいと思います。 卓話のプログラムは年度初めに計画さ

れて、 その経過には幹事さんが一番苦労されていますので、 そ

の支援も管理委員会にて出来ればと思っております。」

ＳＡＡ：長富寿人君／音響：山瀧正久君
次回例会／８月３０日１２：３０～

次回献立／季節魚煮付と野菜炊き、酢物　

糸瀬新君　　
マニュライフ生命株式会社第一回　ビジネスセミナーの案内

　日時　２０１２年９月１９日 （水）　１４：００～

　場所　アルカスＳＡＳＥＢＯ　３Ｆ

　内容　２０１３年の相続税改定

　講師　香月章彦　税理士事務所　所長　香月章彦先生

南部建 中央会幹事　
中央会ゴルフコンペの案内

　日　時　　９月２日 （日）　集合　８：３０　スタート　９：００

　場　所　武雄 ・ 嬉野カントリークラブ
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