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本日の出席率８８.３７％：会員数４５名・出席３７名・欠席６名・出席規定免除会員（３）１名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１２名・出席規定免除会員３名

　先月６月２６日、 「会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式並びに懇親会」 が

無事終了しましたことに感謝申し上げます。 早くより、 準備に携わっ

ていただいた親睦活動委員会とＳＡＡの方々、 そして、 激励の言

葉をいただいた田雑豪裕パスト会長に先ず、 御礼申し上げます。

　　　

　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、 ご参加の奥さま方とそのコーラスの美声に心より

感謝いたします。 ありがとうございました。 又、 ご来賓の松尾辰二

郎拡大補佐と米海軍佐世保基地司令官 チャールズ W ・ ロック大佐

夫妻からは心温まるお言葉をいただきまして、 感謝致ます。

これから会長としての言動の責務を感じております。

  前年度の西村浩輝会長、 山瀧正久副会長並びに野村和義幹事

をはじめ、 地区出向の坂井智照地区社会奉仕委員長、 井上亮地

区クラブ奉仕統括委員、 前田眞澄地区社会奉仕委員におかれまし

ては、 一年間大変お疲れ様でした。 今年度も、 井上亮君は地区ク

ラブ奉仕統括委員会委員に坂井智照君は地区社会奉仕委員会委

員長として出向していただき地区情報を基にした会員増強のご指導

を引き続き宜しくお願い申し上げます。

　前年度は何よりもありがたいことに、 田雑豪裕会員増強特別委員

長のもとに会員一同が奮起され、 会員減少傾向にあったクラブの立

て直しにご尽力され６名もの増員となり、 ２０１４-２０１５年度は会員数

４５名から第２４代としてスタートする運びとなりました。 クラブは会員

増強により新鮮化してさらに活性し、 後輩対する輩達への暖かい教

育と支援により、 より熟成すると信じております。 まだまだ新入会員

のご紹介を宜しくお願い致します。 簡単ではございますが、 最初の

会長挨拶と致します。 

１．例会変更

　　 ありません。

２． 来　　信

・国際ロータリー

  ２０１４年７月半期報告

・２０１３～２０１４年度ガバナー事務所

　事務所閉鎖のお知らせ （お礼）

　 　８月中旬まで直前ガバナー事務所

・２０１４～２０１５年度ガバナー事務所

①半期報告請求システムについての重要なお知らせ　

②２０１４～２０１５年度地区資金 （前期分） 送金のお願い

③青少年交換学生オリエンテーション開催のご案内

　　日時　２０１４年７月２０日 （日） １３時より

　　場所　本経寺　書院 （大村）

３．伝達・通知

・ 本年度青少年交換学生の受け入れはありません。

　  ・ セルフボックスに本年度の会員名簿、 ガバナー月信７月号を 

　　　入れています。

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

新入会員の紹介

■会員紹介　山瀧正久君

　戸浦善彦君は、 現在西海市議会議員で

活躍しております。 これまで若くしてＰＴＡ

会長、 地元水浦地区の区長と地域活動を

行っておられます。 また、 佐世保市内と

西海市は一衣帯水の関係です。 市政の

繁りも大事にして頑張っていただくことをお

願しております。 会員の皆様のご協力をお願いします。

戸浦善彦君

勤務先 ； 戸浦水産　

役職 ； 代表

職業分類 ； 水産業

家族 ； 夫人と三女

　山瀧正久前副会長より紹介を受けました、 西海市西海町出身

の戸浦と申します。 地元自治活動、ＰＴＡ活動等の経験を生かし
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　本年度国際ロータリーの会長はゲイリー

Ｃ.Ｋ. ホァン氏 （台湾 ・ 台北ＲＣ） で、 この

方は中国の南部に生まれ、 台湾で育ち、

米国のイースタン ・ ミシガン大学を卒業した

後、 ニューヨーク州の保険大学で濵田君と

同じ MBA/ 経営学修士 を取得されておりま

す。現在は新光セキュリティー会社の名誉会長となっておられます。

　ホァン氏は 「私たちは皆、ロータリーファミリーの一員であり、ロー

タリーの奉仕の経験から多くを得ています。 ロータリーを通じて私

たちは、 友情を育み、 地元に貢献し、 また、 より良く、 より安全

で健康な世界を実現するために力を尽くしてきました。 ロータリー

は誰にでも何かをもたらしてくれます。 孔子いわく、 「まず、 自分

の行いを正しくし、 次に家庭を整え、 次に国家を治めてこそ、 天

下が平和となる」。 これを基にロータリアンは、 超我の奉仕の理念

によって自らを律しますが、 奉仕において高い目標を掲げるため

には、ロータリー自体に対する手入れを怠らず、ロータリーファミリー

を拡大していくことが必要です 。

　２０１４－２０１５年度には、 ロータリーの奉仕を人びとと分かちあ

本日の合計　　　　   51,000 円

本年度の累計　　　  81,000 円

■ 2014~2015 年度クラブ運営方針 ■
クラブスローガン
　　　「貴方の輝くロータリーライフを」

第２４代会長　大久保　厚司君

て楽しんでいけたらと思っています。

■会員紹介　指山康二君

　前親和銀行常勤監査役 小川さんの後任

として本日入会されました宮﨑祐輔君で

す。 １９５９年生まれですので、５５歳です。

以前、 雲仙ロータリークラブで２年間頑張っ

ていらっしゃいました。 会員の皆様、 よろ

しくお願い致します。

宮﨑祐輔君

勤務先 ； （株） 親和銀行

役職 ； 常勤監査役

職業分類 ； 銀行

家族 ； 夫人と一男一女

　本日より佐世保中央ロータリークラブに入会させていただきまし

た。 今後はロータリアンとして四つのテストを肝に銘じて努めてま

いりますので、 よろしくお願い致します。

馬場貴博 親睦活動委員長

　昨年は副幹事として一年間ありがとうございました。 又、 先週の

会長 ・ 副会長 ・ 幹事交代式には会員全員のご出席をいただきま

して、 ありがとうございました。 また、 何度となく委員会を開催し、

それに参加していただき、 式典、 懇親会を運営していただきまし

た委員会の皆様にはこの場をかりて厚くお礼申し上げます。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

本日、 新年度スタート、 第１回目の例会で三人大変緊張してお

ります。 特に初めて皆様を前にして座る浅野、 本田は例会が長

く感じると思います。 一年間よろしくお願い致します。

西村浩輝直前会長

先週の交代式、 会員の皆様には大変お世話になりました。 大久保

会長、 浅野副会長、 本田幹事、 こぴっと頑張って下さい。 これか

らもお世話になります。 よろしくお願いします。 ありがとうございます。

山瀧正久君

戸浦善彦君の入会をお慶びします。

野村和義君

四日前まで幹事だった野村です。 今日からはただの人です。

昨年度は会員皆様には大変お世話になりました。 心より感謝申

し上げます。 本当にありがとうございました。 気持ちだけは多額

のニコニコをさせていただきます。

鶴田明敏君

新入会員の皆様、 楽しく末永く活動しましょう。 所用で早退させ

ていただきます。

岩政孝君

大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事率いる 「大久保丸」 の出

航ですね。 無事に来年帰航されますよう、 心よりお祈り申し上げ

ます。 私も微力ながら一本の櫂をこぐ船員としてお手伝いできれ

ばと思います。 厚司ちゃん、 がんばれ！

田中啓輔君

昨日は４６回目の誕生日を親睦活動委員会の皆さんに祝ってい

ただきました。 ありがとうございました。 ケーキおいしかったです。

宮﨑祐輔君・戸浦善彦君

本日より入会をさせていただきます。 ロータリアンとして奉仕に努

めて参りますので、 皆様のご指導をお願い申し上げます。

会員一同

大久保丸の船出を祝い全員ニコニコしたします。
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い、 クラブをより強力なものとし、 地域社会でロータリーの存在感

を高めることで、 「ロータリーに輝きを / Light up Rotary」 もたらし

ていただけるようお願いいたします」 と述べておられます。 　

　会員を現在の１２０万から１３０万人に拡大させ、 世界に輝くロー

タリーを広めるということでロゴを改訂されています。 因に本年度の

ＲＩ会議はブラジルでおこなわれました。

　国際ロータリー第２７４０地区 宮﨑清彰ガバナー （諫早北ＲＣ） は

２０１４－２０１５年度地区方針 ・ 目標に

１．地区スローガン『地域に輝くロータリー』の実践を掲げら

れました。

この実践にあたり何より大事だと感しることは 『あせらず』 『無理せ

ず』 『感謝』 の気持ちを持つことだと言われております。

『あせらず』 『無理せず』 自分にできることをさがしていきましょう。 

『健康』 これも失ってみてはじめてわかった大切なことです。 

　1) 十分な睡眠をとる   

　2) 朝ごはんをしっかりとる

　3) 手洗い、 うがいを怠るな    

　4) 予防接種をうける    

　5) 定期健康診断をうける    

　6) 筋肉を鍛える    

　7) 腹式呼吸法

　をモットーにこの一年を務めたいと言われています。

２．ロータリーデーを設ける

　クラブの大小を問わずどのクラブでもロータリーデーを実施で

きます。 クラブは、 ロータリーデーの内容を自由に決める事ができ

ます。 大切なことは、 参加者が楽しみ、 関心をもてるようなイべン

トを計画することです。 例として、 バーべキュー大会 ・ スポーツ行

事 ・ コンサート ・ 家族向けのマラソン大会等、 地域社会の人々と

楽しみながらロータリーを紹介できる、 参加しやすいイベントを開

催することです。  地元のメディアにイべントの情報や記事を掲載し

ていただき、 ロータリー活動を広報しましょう。

３．会員増強の目標は各クラブ純増２名以上、地区で２３００

名を目指す。 熱心な会員に長くクラブにとどまってもらうことは、 新

会員を入会させることと同様、 クラブの末永い発展と成功に欠かす

ことができません。 既存のクラブにおける会員の高い入替り率は、

今日ロータリーが直面する緊急を要する会員問題の 1 つです。 こ

れに加え、 新会員の勧誘と維持においては、 経験豊富で積極的

な現会員が極めて重要な役割を果たします。 ある程度の自然な会

員減少は避けられませんが、 あらゆる属性の会員を含むバランス

の取れたクラブ会員組織を持てるよう努力することで、 減少の可能

性を最小限に抑えることができるでしょう。 会員の維持とは継続的

なプロセスであり、 絶えず注意を払い、 対策を実施し、 真剣に取

り組む必要があります。

４．ロータリー財団への年次寄付目標

　一人平均 １５０ドル / 年間

５．米山記念奨学会への寄付目標

　一人平均 １６,０００円 / 年間

　佐世保中央ロータリークラブのクラブテーマは「貴方の輝くロー

タリーライフを /Your rotary life to glisten」としました。

理由は輝くロータリーライフをおくるには、 先ず、 ロータリーの根本

である自分の仕事の高い倫理基準を保つ為に自分の価値観を見

直し、 高潔な仕事に育てることが人生基盤です。 言い換えますと、

自分の仕事の将来を見極めることが重要で、 会社が輝いていれば

こそ、 社会に対して奉仕の理念の心を育てることができ、 ロータリー

を足場として例会や委員会に出席して意見交換ができて、 奨励 ・

実践していけると思います。 親睦を通じて前向きなディスカスを大

いに楽しみ、 ロータリアン同士の仕事のネットワークも自然とできて

くるのではないかと思います。

　２０１４年７月の日本の状況における自分の仕事の将来を見極め

る為には７月１日、 安部内閣において時代の変化にむけて安全保

障基本方針の歴史的転換があり、 「いかなる自体であっても国民

の命と平和な暮らしを守る」 為に自衛の措置として抑止力を増して

平和国家として国際法に基づくために、 集団的自衛権を容認する

ことが閣議決定されました。 賛成と反対意見はありますが、 おそら

く９月から関連法案が少しずつ提出され、 来春あたりには最終的

には約２０項目の法律が変わる可能性が高いと思われます。 そうな

ると製造業等に関連してきます。

　それぞれの改正法律が経済に影響を与えてきますので、 今まで

の会社経営がより多様化が迫られてくると考えています。 例えば、

生活必要品の価格は消費増、 円安と燃料費の関係による上昇に

より３％とはいわずそれ以上の上昇のように思えます。 ここに来秋

後、 ２％の消費増税とＴＰＰなどで輸入業等の流通価格変化が加

わるとどのように変化するかの試算が必要です。

　製造業では国内全ての原発停止で火力発電にたよるイラク ・ シリ

ア情勢の悪化、 ロシアとウクライナへの情勢により供給燃料費上昇

や太陽光、 風力の売電も各家庭が支払うのですから電力代増は

必須ですし、 ガソリン代は下がってこないのではないでしょうか。

シェールガスと日本海近郊のメタンハイドレート等の実用化と将来

は水素を原料とする燃料電池等への変換も示唆されてきます。 水

素なら大型の海上風力発電で作る技術は既にあり、 試作はされて

おりますが、 実用化はまだまだ先のことです。

　建築や土地関連では東日本大震災より３年半の復興に向けての

再開発と東京オリンピック開催に向けて土木 ・ 建築関連資材の高

騰と高齢者介護に移行した為に人材不足からくる賃金アップによ

り、 これから建築計画のある方はいつ建てればいいのか等の認識

が必要です。 人手不足で人材が足らず、 外食産業や契約社員で

賄っていた企業では人材確保に必死です。

　また、 我々の年代に関係深い年金活用、 貯蓄の資金活用や

運用、 更には相続税等についても試算しておく必要があります．

当然、 体が資本でありますので、 今から罹るであろう病気に対して

もある程度の予備知識と予防が必要です。 心臓、脳、肝臓、腎臓、

胃や腸、 尿、 循環器系や歯科疾患の炎症、 腫瘍や癌など人そ

れぞれで必ず罹り、 一度は治っても再発します。

　上記のように、 会員も増齢していきますし、 急激に変遷しつつ
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ＳＡＡ：糸瀬新君

次回例会／７月１０日１８：３０～

次回献立／かつ丼、小鉢、サラダ、みそ汁

ある日本国のわが佐世保において、 本年度は主として経営に関し

た経済について楽しく勉強していきたいと思います。 そのため、

卓話は対外からはなるべく少なくして、 会員に会員が聞きたいこと

を前もって勉強してもらい、 面白内容にする予定です。 聞きたい

こと、 いや、 どうしても話したいことがあられる方は幹事までどしど

し応募してください。 　

　

　さて、 仕事がうまくいってこそ充実した奉仕事業ができる楽しい

ロータリーの計画です。

ＲＩの戦略計画は

　人道的奉仕 ( 母と水、 ポリオ、 デング熱、 エボラ発熱等の疾病

に対する ) 未来の薬の為にクラブのサポートと強化に関して親睦、

高潔性、 多様性、 奉仕とリーダーシップを活性化させ、 公共イメー

ジと認知度を向上させてロータリー活動を正しく世界に認識させて

いくと RI は提言しております。

　ロータリーは自分の職業に価値観を見いだすため、 高い倫理基

準を保ち高潔なものとする意義を基礎として社会に対して奉仕の理

念を奨励 ・ 実践し、 目的を同じものとする仲間を育てて集い、 こ

の奉仕の理念で結ばれた職業人が、 世界的ネットワークを通じて、

国際理解、 親善、 平和を推進する団体で、 佐世保中央ロータリー

クラブ発足以来、 邁進してまいりました。

　 本年度も会員の皆様の互いの力をお借りして、 会員の融和と親

睦に重きを置き、 情報交換のもと会社が発展 ・ 安定させてより熟

成した運営体制を構築し、 楽しく輝く自社の仕事、 運営、 環境づ

くりがもたらすロータリー活動を楽しめるクラブづくりに邁進する所存

です。 おおいに各委員会活動を中心に仕事についてのディスカス

をおこなって下さい。

以下は、 クラブの事業計画です。

・ クラブ奉仕委員会は、 会員とその家族の親睦と増強のための行

事の遂行、 議事録 / 週報と HP とツィッター関連ではフェースブッ

クを新たに開設します。

・ 職業奉仕委員会は自己職業に活かせる職場訪問研修、 社員招

待映画例会。

・ 社会奉仕委員会は施設等の慰問、 バザー資金の寄付。

・ 青少年奉仕委員会は 国際青少年交換学生、 中・高校生のホー

ムスティとＲＹＬＡ

・ 国際奉仕委員会は近隣の国のロータリークラブや国内の他の

ロータリークラブへの訪問など友好関係の構築。 ロータリー財団へ

の寄付は平均８９ .４ U$ で６１ U$ の不足と （財） ロータリー米山記

念奨学会への寄付は４ ,０００円で１２ ,０００円の不足。 ポリオワクチ

ンを米に遺伝子組み換えさせた国産技術の広報。

・ 会員増強特別委員会は純増３〜５名の増員を目標。

　

　クラブは会員増強により新鮮化してさらに活性し、 後輩に対する

暖かい教育と支援により、 より熟成すると信じております。 まだ、

景気回復が見えてこない佐世保市において、 会員増強特別委員

会の四元委員長をはじめ委員一同が首を長くして待っていますの

で、 新入会員のご紹介と現会員の健康と会社の維持できる体制を

宜しくお願い致します。

　現在会員数４５名ですが、 既に内定ではございますが１名入会

の予定です。純増３～５名で５０名に近づくように希望しております。

そして、 佐世保中央ロータリークラブ創立２５周年に向けての万全

の準備をおこなって、 次年度に繋いでいかなければなりません。

　　その為には仕事を充実できる環境を整えることが必要で、 「違う

意味でのロータリーディ」 を週に１度 ・ 木曜と定めて， 例会出席は

勿論のこと、 委員会や事業等を集約しては如何でしょうか ?

　この１年間、 楽しく、 輝く仕事と奉仕活動によるロータリーライフ

を皆様と供に送りたいと思います、 宜しくお願い致します。
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