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本日の出席率７２.０９％：会員数４５名・出席２９名・欠席１２名・出席規定免除会員（４）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ１１名・出席規定免除会員３名

　本日の卓話は、 唐津で開催され

ました次年度地区研修 ・ 協議会

の報告を行ってもらいます。 次年

度は当クラブの創立２５周年記念

事業とフランスからの交換留学生

受入と大きな企画が予定されてお

りますので、 次年度役員の意気込

みを伺いたいと思います。 これら

の予定があるため、 新年度の予

算は項目をＲＩ及び地区への出費、 財団への出費、 事務局費、

委員会や事業費に細分化して、 必要出費を一目瞭然にして、

溝上会長エレクトと馬場次年度幹事に渡しております。

　ここで２０１４－２０１５年度の佐世保中央ロータリークラブ （会員

数４５名） の予算を簡潔に申し上げますと、 収入 : 年会費１９万

の計８５５万とニコニコＢＯＸの８０万、 その他で総計約９５０万で

す。 別に基金１.２万の計５４万は PＨＦ、 米山功労者、 ポリオ等

のロータリー財団にまわります。

　支出は項目をわかり易く新たに分類しました。

ＲＩへの負担金 (１＄＝１０８円換算 ) は２８万、 地区への負担金は

８８.３万、 ガバナー関連は２０.７万、 寄付金が１２.８万で約１５０万 

／１５％。 例会費が４５人中８０％ ／ ３６人出席と親睦事業を含

めて２６１万。 会員名簿やガバナー歓迎その他で５８万。 会議費

が１２万で計３３１万 ／ ３５％です。事務局負担が２６８万／ ２８.２％。

委員会の事業費が１０５万／１１％で、 残金は年度計画に掲げて

いた 「ロータアクトの一環であるホームスティへの支援」 の約３０万は

理事会で拒否されました関係上、 １１０〜１２０万 ／１１.５〜１２.６％

程度で周年積立と友愛基金にまわしております。 現在、 周年積

立は２８０万、 友愛基金は１００万程です。

　試算では事務局費やネット改善などで経費節減は後４５万程

可能と思いますので、 くれぐれも次年度役員は前後年度の予算

を食いつぶさないように企画して頂きたいと思います。

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

１．例会変更

　　 佐世保北ロータリークラブ

　　　　６月８日 （月） １８：３０～　　　グランドファーストイン佐世保　　 

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

今日から服装をクールビズでの例会に致しました。 夕刻の日

ものび、 昼間は暖かくなってきました。 今年は早いもので、

台風６号が沖縄や九州南部に近づき被害が出たようです。 こ

れも地球温暖化の影響でしょうか。本日は、次年度地区研修・

協議会の報告です。 よろしくお願い致します。

大久保厚司会長、 本田実幹事、 平岩義明君、 四元清安君、 前田眞澄君

本日、 有吉先生のオブザーバー、 大歓迎です。 入会、 よ

ろしくお願い致します。

溝上純一郎会長エレクト

本日は地区研修 ・ 協議会の報告です。 皆様よろしくお願い

致します。

馬場貴博次期幹事

ＧＷの５月３日、 佐世保島原１０５ウルトラウォークラリーに参

加しました。 残念ながら６７㎞でリタイヤしました。 やはり、 根

性ナシでした。 本日は地区研修 ・ 協議会の発表です。 よろ

しくお願い致します。

福田英彦君

結婚記念日はいつもロータリークラブの花束を頂き、 大変あ

りがたく思っています。 久方ぶりのニコニコです。

２．来　　信　

・ガバナー事務所

　　　①地区補助金 クラブの参加資格認定覚書の送付

　　　②次年度地区研修 ・ 協議会 職業奉仕部会資料

　　　③地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　 芥川翔一郎君の交換留学生レポート他　　

　　　④ネパール義捐金のお願い　

・ガバナーエレクト事務所

　　　①次年度地区委員就任のお願い

　　　②次年度主要行事予定表　　　　　 

・佐世保東南ロータリークラブ

　　　第４３回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会組合せ表の送付

３．依頼・伝達　　　　　　　　

　・本日、 オブザーバーとして有吉中様をお迎えしております。
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ＳＡＡ：鶴田明敏君

次回例会／５月２１日１２：３０～

次回献立／和食ミニ御膳

本日の合計　　　　　 19,000 円

本年度の累計　　　 777,000 円

八重野一洋君

５月１０日～１２日の３日間、 会社創立２６周年目を記念して社

員旅行でソウルに行って来ました。 日本人は全く見かけませ

んでしたが、 そのお隣の国の旅行者だらけで驚きました。 日

頃、 頑張っている社員の慰労ができ、 良い旅ができました。

岡光正君

去る、 ５月３日、 ４日に雨の中開催した佐世保島原ウルトラ

ウォークラリーが１０２８名の方にご登録頂き、 事故なく終える

ことが出来ました。 ご参加頂きました馬場委員長、 濵田君、

芥川君ありがとうございました。 完歩は？…　来年、 私、 岡

が実行委員長になる予定です。 お三方、 来年は島原で完

歩賞を手渡したいと思います。 会員の皆様、 １０,０００円払って

頂いて参加をお願い致します。 ちなみに 1 番の方は１３時間

１７分。 完歩率５２％でした。

芥川圭一郎君

５月３日に開催された、 佐世保島原ウルトラウォークラリーで

は大雨の中、 無事に第一チェックポイントの彼杵まで完歩し

ました。 来年は少し距離を延ばします。

溝上純一郎 会長エレクト

　４月１９日 （日）　唐津シーサイドホテルで

１３時３０分から開会。 全体会議で太田善

久次年度ガバナーの地区方針の表明があ

りました。ＲＩ会長のＫ．Ｒラビンドラン会長の

テーマ 「世界へのプレゼントになろう」 を

受けて地区運営方針を 「地域へのプレゼ

ントになろう」 にされました。

　その後、 福元裕二パストガバナーの基調講演、 １５時４０分より

各部会に分かれて研修会がありました。 会長部会では、 「ロー

タリーについて考えてみよう」 という演題でセミナーでした。

１　ロータリーとはどのようなものか。

２　なぜ日本ではロータリークラブの会員が減少しているのか。

また、 なぜ今、 会員増強が必要か。

３　職業奉仕と社会奉仕の違いについて

４　なぜロータリーはＩ　ＳＥＲＶＥと言われながらＷE　ＳＥＲＶＥして

いるのか。

５　クラブ活性化につながるロータリー情報の仕方。

６　現在のＲＩの考え方。

７　現在のクラブ運営はどうあるべきか。

　以上の内容で研修がありました。 ロータリークラブも基本理念

は変わりませんが、 事業や事業方法は少しずつ変わってきてい

ます。

 　■  クラブ協議会　■
≪ 地区研修・協議会報告 ≫

岡田文俊 次年度青少年委員長

　４月１９日開催の地区研修 ・ 協議会に初

めて参加致しましたので、 ご報告します。

太田次年度ガバナーが懇親会で挨拶に

お目得になったおり、 「自分も勉強しなけ

ればならない」 と言われていた事でホット

した次第です。 青少年奉仕部会でも良く

理解できませんでした。 現在 「青少年交換要覧を」 熟読してい

る所です。 今週の合同委員会では周年事業と並んで重要な事

項と確認したことです。 生身の留学生の受け入れの件、 最大課

題と思っております。

平岩義明 次年度Ｒ財団 ・ 米山奨学委員長

①ロータリー財団に関するロータリークラ

ブ会員教育

②ロータリー財団の補助金の活用

③ロータリー財団への寄付　

などの話がありました。

香月章彦 次年度職業奉仕委員長

　当日の講演は、 「ロータリーとは何者

か」 「なぜ職業奉仕が基本と考えられる

のか」 「職業奉仕と社会奉仕との違いに

ついて」 「なぜロータリーは I Serve とい

われながら We Serve をしているのか」 「４

つのテストの意味」 「今後どうあるべきか」

の６つのテーマに基づくものでした。 入会して３年足らずの会

員であり、 日頃不勉強な私にとって、 非常に考えさせられた内

容でした。

　講演で特に印象に残ったのは次の２点です。 １つは親睦と相

互事業の発展のために始まった会が、 対社会的な奉仕概念を

導入するに至った経緯についてです。 そして 「四つのテスト」

が当初ビジネスで使われていたことでした。 特に「四つのテスト」

については、 現在の全ての企業において重んじなければなら

ないことではないかと強く感じました。

Four way test 

1. Is it the truth?

2. Is it fair to all concerned?

3. Will it build goodwill and better friendships?

4. Will it be beneficial to all concerned?

馬場貴博 次年度幹事

　４月１９日、 唐津シーサイドホテルにて

行われた地区研修 ・ 協議会の研修の中

で幹事部会についてご報告いたします。

研修の内容は幹事の役割とゆうことで話

があり　クラブ内では全ての要は幹事であ

り又全ての管理 （スケジュールを含む） も幹事であるということ

つまりクラブ運営は幹事の動き如何によって全てが決まるという

ことでした。 多分次年度は 「幹事ば馬場にしたとは失敗やった

ね」 と皆さん思われることと思いますが、よろしくご指導ください。
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