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本日の出席率８２.５％：会員数４５名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員（７）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席２名

　近日は朝夕だいぶ涼しくなってき

ました。 業種により天候に影響を

受ける事もあるかと思いますが、

企業の存続の為にもそれぞれに

工夫を凝らし業績を確保して行く

事が肝要と感じています。

さて、８月６日に２７４０地区セミナー

が開催され、 会員増強委員会の馬場貴博委員長 ・ 公共イメー

ジ委員会の本田実委員長 ・ 崎元英伸会長エレクト ・ 川島千鶴

幹事 ・ 事務局北島さんと私６人が参加してきました。 分科会の

主な内容は 「会員増強の現状と本年の予定」 「ロータリー購読

紙や地域報道機関に対する地区内の現状」 「RI が推奨する MY 

ROTARY の登録」 でした。

　本日は、 地区に出向してもらっています会員増強委員長の馬

場貴博君に卓話をお願いしております。 本年度の着地地点で

会員数５０名を目指す為にも皆様のご協力をお願いいたします。
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１．例会変更　
　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　　　　 日時　９月７日 （木）　→９月９日 （土） １８：３０ ～

　　　　　　 場所　ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　　　　　　　　　※納涼家族例会のため　　

２．来　　信
　　■国際ロータリー
　　 ・ 2018-19 年度ロータリー会長、 選出のご案内

　　　　　国際ロータリー会長エレクト

　　　　　イーストナッソー ・ ロータリークラブ （バハマ） 所属

　　　　　バリー ・ ラシン氏

　　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　①YEP 留学生レポート （福田陽斗 君） 7 月レポート

　　　　②コーディネーターニュース 2017 年 9 月号　　　

　　　　 ・ 会員増強詳細報告

　　　　　　今月は会員増強 ・ 新クラブ結成推進月間

３．依頼・伝達
　　　 ・ 次回例会は、

　　　「社会福祉法人長崎県障害者福祉事業団」 の常務理事

 　　　小濱規男 （こはまのりお） 様のゲスト卓話となっております。

　　　 皆さん、 例会ご出席をよろしくお願いいたします。

１．例会変更　
　　　＊伊万里西ロータリークラブ

　　　　　　　 日時　７月２０日 （木） １２：３０～ →１８：３０～

　　　　　　　 場所　伊万里迎賓館　※会長 ・ 幹事激励会のため

　　　　　　　  ８月１７日 （木） 休会　定款第 8 条第 1 節により

　　　＊伊万里ロータリークラブ

　　　　　　①日時　７月２６日 （水） １２：３０～ →１８：３０～

　　　　　　　 場所　ロイヤルチェスター伊万里

　　　　　 　　　　　　　　　※　クラブ創立日懇親会のため

　　　　　　②日時　８月　９日 （水） １２：３０～ →１８：３０～

　　　　　　　 場所　武雄温泉森のリゾート　　※納涼例会のため

　【ロータリークラブの名称について】

　アメリカシカゴ、 1905 年 2 月 23 日木曜

日の夜、 1 回目の会合がポール ・ ハリス

等の４人で｢一人一業種で親睦を深める会｣を作ることが語り合わ

れました。

　2 回目は、 1905 年 3 月 9 日、 ポール ・ ハリスの事務所で前回

の四人に加えて、 7 名で、 クラブの主旨と今後の可能性につい

て討議され、 ポール ・ ハリスは、 今後の会合は個々の会員の事

務所で代わる例会をすることを提案、 その方法はすぐに互いの

職業を理解することができ、 素晴らしいことであるということで採

用されました。

　3 回目の会合は、 創立記念日となっている 1905 年 3 月 23 日

にシルベスター ・ シールの石炭置場で開催され、 10 人の出席

がありました。 シールの会社で会合を開いたのを記念してポー

ルの指名でシルベスター ・ シールが初代会長に就任し、 新クラ

ブの名称について検討されました。

　1 ダースを越える候補名が上がりましたが、 決定的な意見がな

く、最後に誰かが｢我々はお互いの事務所で一種のローテーショ

ンを取り決めて会合を開いている。 ロータリー･クラブと呼んだら

どうだろう｣との提案があり、 採用されてロータリー･クラブという会

の名称が決まり、 また会員身分や役職も一年限りでローテーショ

ンすることも決定したそうです。 ただ、 誰が名称の提案をしたか

は、 幹事が記録していなかったそうです。

クラブビジョン委員会
　　　　池永 隆司委員長
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本日の合計　　　　   　5,000 円

本年度の累計　　　 204,000 円

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
今日は会員増強委員会によります第２回クラブ協議会となっ

ております。 馬場 貴博委員長、 公共イメージ ・ 会報の本田

実委員長、 どうぞよろしくお願い致します。 皆様、 会員増強

と公共イメージにご協力をお願い致します。

会員増強委員会 馬場 貴博委員長
今日は先日行われた、 クラブ奉仕戦略計画セミナーの報告

です。ＩＴ公共イメージ向上委員会の報告は本田 実委員長が

じっくりとしてくださいます。 私の報告は少しですので、 皆様

ゆっくりとお過ごしください。

崎山 信幸君
みなさんこんにちは。 さきやまです。

今週は陳情活動にて、 週初めから出張で佐世保を不在にし

ており、 例会を欠席いたします。

本日は防衛省、 外務省、 財務省、 総務省を廻り基地を抱え

全面協力している佐世保市として、 基地交付金の予算を上

げてもらう要求をしております。

この時間帯は、 衆議院会館の地下の食堂で腹ごしらえをし、

これから、 いざ出陣！！それぞれの省庁に負けられない戦い

をしてまいります。

■第２回クラブ協議会■

会員増強委員会
　　馬場 貴博委員長

【会員増強委員会の報告】
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ＳＡＡ：平岩 義明君     次回例会／８月３１日１２：３０～

　先程、 本田委員長から話がありましたマ

イロータリーの件ですが、 皆様に資料を

配布致しております。

　これは、 地区からの要請で、 皆さんがマイロータリーやロータ

リークラブ・セントラルへ入れるように情報共有の案内が届いて

おりますので、 記入用紙に各人ご記入頂きましたら、 事務局で

登録致します。 自分たちのページにしか入れませんが、 ロータ

リーの内容等が観れます。

　他クラブでもパソコンや携帯のネットワークが出来る方々の登

録されていますので、 皆さんも是非ご登録をして頂きたいので

すが、 パスワードなどを決めて頂かないとページに入れません

ので、 パスワードをお決めになって書き込んで下さい。

　個人情報もありますので、 大切に事務局と幹事で預からせて

頂き、 また時間を取って説明する際にお渡しするか個人で用紙

を保管なさって下さい。 どうぞよろしくお願い致します。

　2017年 8月6日に行われた　ＩＴ公共イメージ向上委員会分科

会に行ってきました。

　セミナーがマイロータリーアカウント登録の内容でしたが　私 IT

関係に大変弱く、 説明が有っておりましたが理解できないまま、

セミナーは終了いたしました。

公共イメージ・会報委員会
　　　本田 実委員長

【地区クラブ奉仕戦略計画研修セミナーの報告】

川島 千鶴 幹事
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