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本日の出席率６５.００％：会員数４４名・出席２４名・欠席１４名・出席規定免除会員（６）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.５６％：出席２３名・メークアップ１４名・出席規定免除会員３名

　皆さんこんにちは。 日毎に春め

いてきました。 来週には桜の開花

の知らせが届くのではないでしょう

か？いかがお過ごしでしょうか？

　

　本日のクラブ協議会は、 牛島 義

亮次年度第６グループガバナー

補 佐、 山瀧 正久次年度会長、

岡 光正次年度幹事の 「会長エレクト ・ 次期幹事研修セミナー」

の報告です。 早いもので、 すでにこれから２０１６～２０１７年度

が動き出します。

　さて、 話は変わりますが、 これから１０年～２０年後に仕事がな

くなる職業という記事がありました。 技術の進歩が目覚ましい勢

いで進んでいる時代に、 機械、 消費行動の変化、 自動化によっ

て人間の仕事が変わってくると思われる職業の原因として　

①供給過剰　需要と供給のバランスがくずれてビジネスで利益

がだすのは難しくなる。

②技術革新　以前はプロの仕事だったものが素人でもできるよう

になった職業　ホームセンターに買いに行けば大工道具、 プロ

仕様の使いやすい工具が簡単に手に入りそれを使えば日曜大

工は手やすく出来る等

③消費者の行動の変化　インターネットの普及で全国どこでも

安く商品を買えるようになる。

例えば 「店頭で商品を見て、 実際に商品を買うのはネットで」 と

いうのも消費者の行動が変化している。 我が家でもオウムの餌

はネットで購入しています。

④消費者の好みの変化　一昔前の売れ筋商品 （ポピュラー商

品） が売れなくなる。

　この様に私達の職業も時代に対応していくことが必要だと思い

ます。

１．例会変更
　　 有田ロータリークラブ

４月５日（火）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所 ： 保名　　＊観桜例会の為　

３月２９日（火）・４月２６日（火）
　　　　休会　定款第６条第１節により

 　伊万里西ロータリークラブ
４月１４日（木）１８：３０～

　　　　場所 ： 伊万里迎賓館 ３Ｆ　　＊観桜会の為

 　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
４月１９日（火）１２：３０→１６：３０～

　　　　場所 ：（株） ウラノ長崎工場　　＊職場訪問例会の為

２．来　　信
・国際ロータリー
　国際大会 投票代議員用書類

・ガバナー事務所
　４月の 「母子の健康月間」 のリソースの案内

・（公財）ロータリー米山記念奨学会
　特別寄付金明細書アンケート結果及びファイル共有サー　

　 ビスのマニュアルの案内　

    ・長崎北ロータリークラブ
　地区研修 ・ 協議会プログラムについて

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

佐世保北ロータリークラブ　　 　　　　　　  公門　新治様

前田 眞澄中央会幹事
　本日、 ３月１９日の中央会及び北斗会との対抗戦の組合わせ

表をＦＡＸしております。 日時のご確認を今一度よろしくお願い

します。 北斗会１１名、 中央会１４名の参加をいただいておりま

す。 ありがとうございます。

３月　３日　溝上純一郎・京子　 ご夫妻
３月２３日　宮﨑　正典・美佐子 ご夫妻
３月３０日　崎元　英伸・ジン　 ご夫妻
３月３０日　四元　清安・千晴　 ご夫妻
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本日の合計　　　　    10,000 円

本年度の累計　　　  645,000 円

■ 会長エレクト・次期幹事研修セミナー報告 ■

山瀧 正久会長エレクト　
　３月１３日午後１時３０分から　長崎市　

ホテルニュー長崎において国際ロータ

リー第２７４０地区２０１６～２０１７年度会長

エレクト ・ 次期幹事研修セミナーが開催

され、 参加しましたので報告します。

　﨑永 剛ガバナーエレクトの点鐘に始まり、ＲＩ会長エレクトの

ジョンＦ・ ジャム氏のプロフィールが紹介され、 ２０１６～２０１７年度

ＲＩテーマー　「人類に奉仕するロータリー」が示されました。

その内容の一部は、 『ロータリーの初期から、 人類への奉仕は

ロータリーの礎であり、 今日の世界で意義ある奉仕を行う最善

の道はロータリー会員になることであり、 さまざまな分野から熱

心で有能な職業人が集まり、 壮大な目標を実現できる団体も、

ほかにありません、 ロータリーには、 世界を変える力、 ネットワー

ク、 知識の結集があります。』 と伝えられました。

　﨑永 剛ガバナーエレクトからは、 地区運営方針「地区に奉
仕するロータリー」が示されました。 『財団設立１００周年の

節目の年で有ることを十分認識し、 「職業サービス」 の基本理

念、 「４つのテスト」 の下にロータリアンとして 「誇り」 をもって

地域に 「貢献」 しようと話をされました。

　休憩をはさんで、 本クラブの牛島ガバー補佐をはじめ１０グ

ループのガバナー補佐の所信表明がなされました。

　テーマ 「ロータリーよもやま」 と題して地区の２００６～２００７年

度ガバナー　田口 厚さんが話をされました。 その後、 地区運

営について説明がなされ研修が終了しました。

簡単ですが、 以上報告します。

岡　光正次期幹事
２０１６～２０１７年度第２７４０地区ガバナー

崎永　剛氏 （長崎北ロータリークラブ）　

職業 ： 崎永海運 崎永建設 大瀬戸造船

ＲＩテーマと地区運営方針
１．ＲＩテーマ　　ＲＩ会長　米国のジョンＦ・ ジャーム

「人類に奉仕するロータリー」
・ アフリカで一時間かけて頭に水瓶をのせて水汲みをしている。

　もし、 ロータリーで井戸を掘ったら ・ ・ ・

・ インドの学校にはトイレがない。 １２歳位の年頃になると、 トイ

　 レがないので学校に行けない。

　もし、 ロータリーでトイレを作ったら ・ ・ ・

・ パキスタンにはポリオワクチンが不足している。

　もし、 ロータリーがポリオワクチンを送ったら ・ ・ ・

我々は、 ロータリーに入会する事によってそれが出来る。

「人類に奉仕するロータリー」 をテーマに掲げて活動する。

佐世保北ロータリークラブ　公門 新治様
佐世保北ロータリークラブ 公門です。 本日はメークアップで

お世話になります。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様、 昨日は県内の公立高校の合格発表があり、 まさに春

の風景が此処彼処で見られました。 皆さんのご家庭でもお

祝いをされた方もいらっしゃたと思います。

さて、 ロータリークラブでもまさに春を迎え、 次年度への準備

が着々と進んでいく時間帯となってきました。 本日は３月１０日

に開催された 「会長エレクト ・ 次期幹事研修セミナー」 の報

告会です。 次年度会長 山瀧正久君、 次年度幹事 岡光正

君、 ご報告よろしくお願い致します。

橋口 佳周君
誕生日プレゼントありがとうございました。 ３月７日に６６才になりま

した。 ６のゾロ目です。 双六であれば１２進むのですが、 人生は

１歩前進、 ２歩後退です。 体力、 髪毛力、 共に衰えを感じる今

日この頃です。

井上 亮君
何歳になったかわかりませんが、 誕生祝ありがとうございまし

た。 あと３０年は元気に過ごしたいと思います。

八重野 一洋君
来週の２２日で５４才になります。 白髪ありません。 染めてま

せん。 アートネイチャーもまだ不要のようです。 老眼だけは

進行中です。 良い歳を重ねていきたいです。 お祝いありが

とうございます。

宮﨑 正典君
結婚記念日のお花、 ありがとうございます。

昭和４３年　３月　５日　戸浦　善彦君
昭和２５年　３月　７日　橋口　佳周君
昭和２４年　３月１１日   坂井　智照君
昭和１６年　３月２１日　福田　英彦君
昭和３７年　３月２２日　八重野一洋君
昭和２７年　３月２６日　井上　　亮君
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２． 地区運営方針

「地区に奉仕するロータリー」

　財団創立１００周年の節目の年であることを十分認識し、 「職

業サービス」 も基本理念、 「４つのテスト」 の下にロータリアンと

して 「誇り」 を持って地域に 「貢献」 しよう。

・ 会員増強の目標　　会員５０名未満のクラブ　純増１名以上

　　　　　　　　　　　　　 会員５０名以上のクラブ　純増２名以上

・ ロータリー財団への年次寄付目標　　

  一人平均１５０ドル／年間

　　　　　　　　　　　　　　　　      （２０１４－２０１５年度は９２ドル）

・ 米山記念奨学会への寄付目標　　　

 　一人平均１６,０００円／年間

　　　　　　　　　　　　　　　　    （２０４－２０１５年度は１１,６９２円）

 牛島義亮ガバナー補佐の所信表明

ＳＡＡ：田雑豪裕君

次回例会／３月２４日１２：３０～

次回献立 /シーフードカレー、スープ、サラダ

本日のご来訪者　佐世保北ＲＣ 公門新治様 
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