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本日の出席率７１.０５％：会員数４１名・出席２３名・欠席１１名・出席規定免除会員（７）４名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.４４％：出席２７名・メークアップ６名・出席規定免除会員出席５名

　こんにちは。 梅雨明け以来、 猛

暑が続いております。

　８月４日は海の駅 船番所におい

て 「納涼家族例会」 を開催しまし

た。 お世話いただいた芥川圭一

郎委員長をはじめ親睦活動委員

会の皆様、 大変ご苦労様でした。

お盆期間中の休会があり、 会員皆様には元気にて過ごしてこら

れたと思います。

　この間、 リオでのオリンピックが始まり、 日本選手の活躍に拍

手を送っております。 特に本日は、 レスリング女子で金３個、 卓

球男子が団体で銀をとるなど好成績を上げています。 また、 夏

の甲子園大会も始まり、 スポーツフアンにとってはどのチャンネ

ルにすればよいか迷っていることと思います。

　８月１１日には、 本クラブの基金会役員会を開催しました。 ロー

タリー財団創立１００周年の年でありますので、 ロータリー財団へ

の年次寄付、 米山記念奨学会への寄付について話し合いまし

た。 今後の取り組みに向けて、 会員皆様のご理解、 ご協力を

お願いすることになると思います。

　本日は、 「クラブ協議会」 で会員増強特別委員会となっており

ます。 地区における増強は純増１名となっております。 クラブと

しては会員４５名を目標に取り組みたいと思います。 池永隆司委

員長をはじめ会員皆様のご協力をお願いして挨拶といたします。

１．例会変更
 ありません。
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前田 眞澄君

　本日のロータリー情報は牛島義亮ガバナー補佐の市内６クラブ

のガバナー補佐訪問に関しましてお伝えします。

今日、 現在も佐世保東ロータリークラブへ随行者 南部建君、

宮﨑正典君とともに訪問されておられます。 本年度上期にあと３

クラブ （ハウステンボス佐世保、 佐世保東南、 そして佐世保中

央ロータリークラブ） が残っています。 是非、 一回は当クラブの

会員の皆様も牛島義亮ガバナー補佐に同行をお願いしたいと

思います。

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　  　山口　剛史　様

２．来　　信
ガバナー事務所より

①「クラブのためのよくわかる寄付と認証」 についてのオン 

　　ライン研修のご案内

②RI 公式名簿無償提供がなくなる旨のご連絡

③社会奉仕セミナーのご案内

　 日時　９月２４日 （土） １３：３０～

　 場所　東彼杵町総合会館　大会議室

④２０１６～１７年度 RI 会長賞についての通達

⑤雲仙ロータリークラブ例会場変更のお知らせ

　 ９／３ （土） より　雲仙観光ホテル

・（公財）ロータリー米山記念奨学会より
「ハイライトよねやま」 １９７号

・佐世保南ロータリークラブより
２０１６～１７年度第４回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会

議事録

・佐世保西ロータリークラブ
  佐世保東南ロータリークラブより

クラブ現況及び活動計画書 ・ 前年度活動実績報告書

該当者なし
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本日の合計　　　　    57,000 円

本年度の累計　　　 188,000 円

■ 第２回クラブ協議会 ■
担当：会員増強特別委員会

佐世保ロータリークラブ　山口 剛史様
久し振りにお伺いしました。 本日はお世話になります。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！　佐世保ロータリークラブ 山口剛史様のご

来訪を心より感謝致します。 ２週間振りに皆様の元気なお顔

を拝見し安心しました。 リオ オリンピックで寝不足の日々が続

いていると思いますが、 日本人選手の活躍に大変感動して

いるところです。

さて、 本日の例会は第２回クラブ協議会です。 会員増強特

別委員会 池永隆司委員長、 よろしくお願い致します。 一日

も早く新入会員の顔が見たいと思っています。 どうぞよろしく

お願い致します。

鶴田 明敏君
誕生日祝い、 ありがとうございました。

井上君、 ２回目のホールインワンおめでとうございます。

西村 浩輝君
母の初盆にお参りいただきありがとうございました。

又、 誕生日祝いの品、 ありがとうございます。

岡田 文俊君
おかげさまで、 福石観音の千日祭は平日にもかかわらず、 ８

０００人以上の参拝客で盛会でした。 皆様のご支援に感謝し

ます。 新しい試みで 「寺ヨガ」 を始めます。 セルフボックス

に入れておりますのでご参考まで。

井上 亮君
報告が遅くなりましたが、去る 6 月18日、佐世保国際カントリー

クラブ 7 番ホールで２度目のホールインを達成しました。 １度

目は確かにマグレでしたが今回は狙い通りにカップインしまし

た。 やはり実力でしょうか？四元君、 池永君、 前田君がお祝

いゴルフとパーティーを企画しますと掛け声だけでなかなか

実現しません。 これ以上待てないので、 その時のために作

成した記念品を本日、会員全員にもれなくお渡しいたします、

くれぐれもバザーやリサイクルショップ等に出さないで下さい。

私名前が入っています。

田代 博之君
誕生祝いありがとうございます。

池永 隆司君
無き父の初盆にお忙しい中、 多数の会員の方にお参り頂き

ありがとうございます。

感謝申し上げます。

昭和２９年　８月　３日　田代　博之君
昭和１９年　８月２１日　西村　浩輝君

池永 隆司会員増強特別委員長
　過去１０年の新年度スタート時の会員

数を調べてみると、 大体が４０名前後で

のスタートしていましたが、 ２０１１年度が

４４名のスタート。でその後じわじわと減っ

ていて、 一昨年が４５名でのスタート。

そして、 昨年も４５名の会員数で新年度のスタートしました。 そ

して松田君という若い方も入会されたのですが、 その後チャー

ターメンバーの長富さん、牟田さんが退会され、転勤で嘉村君。

色んな事情があったと思いますが、 若い山田君、 戸浦君が退

会され、 今年度は４１名のスタートとなりました。 ちなみに２００６

年度が新年度スタートが会員数４０名で、 それから１０年間で３０

名の会員増強をしていますが、 今年度はそのプラス１名です。

　２７４０地区の運営方針の中で、 会員増強の目標は、 会員５０

名以上のクラブは純増２名以上、 会員５０名未満のクラブは純

増１名以上ですが、 佐世保中央ロータリークラブとしては昨年

度のスタートの会員数４５名、 純増４名を目指していきたいと思

います。 ６月に第１回の委員会を開き、 委員会の協議の中とそ

の後色んな方から情報を頂き、候補者のリストを作りましたので、

この人自分も知ってるとか、 取引先だとか、 他にもこういう人物

がいる情報など後ほど教えて頂きたいと思います。

　先日あった地区の会員増強のセミナーの報告ですが、 「会員

増強の王道を探る」 というテーマで、広島からＲＩ第３ゾーンロー

タリーコーディネーター補佐の大之木さんが話されたのですが、

年齢が８３歳とは思えないくらい声がはっきりして、 内容も解り

やすく話された中で、 現状の会員増強が増強の為の増強、 人

数にこだわる増強になっていて、 手段と目的の混同が増強意

欲を削ぐと話されていたました。 増強が手段であるところのロー

タリーの目的は職業奉仕である。 人道的奉仕の社会奉仕を説

く前に職業奉仕を説くことが説得力もある。 それと、 クラブにお

ける 「ロータリー戦略計画」 の実践ということで、 会長エレクト
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ＳＡＡ：田代博之君

次回例会／９月 1日１２：３０～

次回献立／洋食プレート

段階からロータリーを見つめ直し、 ビジョンをもって、 ３～５年ス

パンの優先目標立案と年次計画ををする。 たとえば我がクラブ

だと３０周年に向けてという近い目標があり、 会員増強の動機に

もなると思います。

　日本のロータリアンの年齢構成が、３０代－２％、４０代－１５％、

５０代－３６％、 ６０代以上－４７％と高齢化が進んでいます。

毎年不可避的理由で減少する会員の補完はもとより、 年齢バ

ランスの良い会員構成を保つ為にも、 時代の変化に即応でき

る感性とみずみずしい知能の涵養 （かんよう、無理しないでゆっ

くり育てる） が必要と話されていました。 ちなみに若いクラブと

言われていた我がクラブは、 ６０歳以上が５１％です。

　そこで会員増強、 若い会員の勧誘にはどうすれば良いのか

考えるためにも、我が委員会のメンバーに入会して少し新しい、

香月君、 山口君、 松田君に先に渡してあるテーマに沿って話

して頂きたいと思います。

香月 章彦君
　当クラブに入会させていただいて、 ４

年ほど経過しました。 入会する前には、

仕事上お客様の帳簿の中に 「○○○

ロータリークラブ」の名前を見ることはあっ

ても、 実際の活動目的や活動内容につ

いて、 全く知りませんでした。

　佐世保中央ロータリークラブへの入会は、 田代パスト会長か

らお誘いを受けたのがきっかけでした。 「私も事業主の 1 人とし

て佐世保市内のいずれかのクラブにお世話になる日が来るの

だろう」 と漠然と考えていた頃で、 タイミングが一致したことも一

因であったように思います。 今も入会した頃と同じで、ロータリー

クラブの何たるかを、 毛ほども理解していませんが、 諸先輩方

が非常に優しく接してくださり、 日々いろいろと勉強させていた

だいています。 また、 楽しんでいます （たまには辛っと思うこと

間ありますが･･･( 笑 )）。

　今の佐世保中央ロータリークラブは、 年齢的に若いクラブと

は言えないのかもしれませんが、 皆さんの気持ちが非常に若

いと感じます。 また、 バランスもとれているクラブなのではない

かと思っています。

山口 裕之君
・入会する前、ロータリーの事は知っ
ていましたか？
　ロータリークラブは知っていましたが、

格式高く敷居の高い団体だと思っており

自分が入会できるとは思ってもいません

でした。 多分入会を迷っていらっしゃる方の中にも同じように感

じていらっしゃる方も多いと思います。

・入会のきっかけ・動機

　入会のきっかけ・動機は先輩方からの強い勧めでした。 なか

ば強引に入会を勧められましたけれども、 そうでもしてもらえな

かったら入会はしてなかったと思います。

・入会してみて思うこと(最初と現在)
　入会してみて思ったことは、 「社会的地位 「も 「品格」 もない

自分が親子ほどの年の離れれた先輩もいらっしゃる中でどう活

動していけばよいのか不安でいっぱいでした。 中々例会にも出

席することができずに大変申し訳なく思っています。 忍耐強く

寛容な態度で接していただき大変感謝しております。ロータリー

を楽しむことが出来るように頑張っていきたいと思います。

・現在の佐世保中央ロータリークラブをどう思うか、何か
も求めるものは。
　他のロータリークラブのお話も色々とお聞きすることもあります

が、 佐世保中央ロータリークラブでよかったと思います。 入会６

年目になりますが、 まだまだロータリアンとしての経験も浅いの

で引き続きご指導を頂ければと思います。

松田 啓伸君
　入会前はロータリーの存在は名前だけ

しか知りませんでした。 国際奉仕活動に

興味を持ち、 入会させて頂きました。 今

後、 若い世代にもロータリーの輪を広げ、

会員の増強に努めていこうと思います。
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