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本日の出席率８０％：会員数４５名・出席３０名・欠席８名・出席規定免除会員（７）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率９０.４８％：出席３０名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席４名

　会員親族の訃報です。 井上亮

会員のお母さまがご逝去されまし

た。 皆様には事務局からの葬儀

予定を FAX 連絡しております。

9 月 21 日に指名委員会が開催さ

れます。 メンバーは福田 英彦パ

スト会長 ・ 松尾 英機パスト会長 ・

西村 浩輝パスト会長 ・ 大久保 厚

司パスト会長 ・ 溝上 純一郎パスト会長 ・山瀧 正久直前会長 ・

崎元 英伸会長エレクト ・ 会長 岩政 孝以上 8 名です。 委員長

は山瀧正久直前会長が務められます。

　昨日、 寺院の住職を囲んでの勉強会へ参加しました。 佐世保

は少子化と県外移住などの為に 30 年後にはお墓の数が 3 割位

無くなってしまうそうです。 墓守が遠距離の為に年に数回しかお

参りできないとか墓守が居なくなるなどの理由だそうです。 墓石

を処分する事を 「墓じまい」 と言いますが、 その後は納骨堂へ

移すとか永代供養をお願いするなどの方法があるそうです。

我々や次世代が関係する事ですので、 費用の事や手順の方法

などを興味深く勉強させて頂きました。

　このような異業種の情報などを得る事が出来る事は、ロータリー

活動に参加させてもらってるが故だと感じました。

これからも会員一人一人が情報の共有ができるよう親睦 ・ 信頼

の関係を深くしていきたいと思います。

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

１．例会変更　
　　　なし　

２．来　　信
　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ ガバナー公式訪問について ・ 月信執筆依頼

　　　　 ・ 『ロータリーの友』 の歴史

　　　　　　及び記事の内容紹介ビデオを作成

　　　　 ・ 地区大会関係資料提出のお願い

　　　　　信任状証明書 ・ 個人表彰受彰者資料 ・ 物故会員資料

　　　　 ・ 米山奨学生の出前卓話に関するお願い

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　①佐賀ＲＣ ホームページ開設のお知らせ

　　　　　　　　＆ 大村東ＲＣ URL （HP アドレス） 変更

　　　　　　②2017-2018 年度 ローター ・ アクト クラブニュース

　　　　　　③コーディネーターニュース 2017 年 10 月号 

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 9日( 土 ) 職業奉仕セミナー、

　　　　　10日(日) 青少年セミナー開催で参加して来ました。

　　　　 ・ 次回例会　ガバナー補佐　前田和隆 訪問　　　

　　　　 ・ 次々回例会　ガバナー　駒井英基　公式訪問

佐世保西ロータリークラブ

　　江口 圭介様

北松浦ロータリークラブ

　　湊 浩二郎様

　

佐世保西ロータリークラブ 江口 圭介様
佐世保中央ロータリークラブの皆様、 こんばんは。 久しぶり

に訪問させて貰いました。 前年度は、 山瀧 正久パスト会長、

岡 光正パスト幹事には色々教えていただきお世話になりあり

がとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。

北松浦ロータリークラブ 湊 浩二郎様
またお世話になります。 よろしくお願いします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 佐世保西ロータリークラブ　江口 圭介様

北松浦ロータリークラブ 湊 浩二郎様

佐世保西ロータリークラブ　江口 圭介様
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本日の合計　　　　    8,000 円

本年度の累計　　　 231,000 円

本日は、第３回クラブフォーラムとなっております。 クラブビジョ

ン委員会の皆様、 よろしくお願いいたします。 　

山瀧 正久直前会長
佐世保西ロータリークラブ　江口 圭介様のご来訪を歓迎いた

します。

芥川 圭一郎君
結婚記念のお花、 ありがとうございました。

もう２０年、 まだ２０年 ・ ・ ・ 。

吉野 英樹君
９月１０～１３日、 別会がらみで沖縄に行ってきました。 サザ

ンリンクスで県外初めてのゴルフも経験してきました。 森の中

に入ったら、ハブと戦わないといけないと脅されていましたが、

今回は意外に真っすぐに飛んで助かりましたのでニコニコし

ます。

①クラブビジョン委員会の趣旨

第３回クラブフォーラム担当
 　クラブビジョン委員会

岩政 孝会長
　以前はクラブ管理委員会がありました

が、 RI が提唱する 「クラブの長期ビジョ

ンを策定する委員会を設置する」 を踏

襲し、 これからの中短期的なクラブ運営

はどうするかの方向性を策定する委員会 「クラブビジョン委員

会」 を新設しました。

今までの歴史を振り返ると共に、 他のクラブとの比較の上で３０

周年３５ ・ ４０周年を目安に会員数 ・ 奉仕内容 ・ 寄付活動など

を数値的にも検討して頂くことを期待いたします。

②クラブの現状について
岡 光正君

　 ・２０７４地区の会員数について

　 ・２０７４地区の出席率の推移

③入会して感じた事　新入会員
田添 直記君

　今年の１月に入会をして８か月ほど経ち

ました。 例会やその他の事業に参加しな

がら、 少しずつロータリーを理解するよう

にしています。 ３０周年に向けて、 歴史と

伝統を守りつつ、 変わらずに守り続けていくものと、 守るために

変えなければならないものとを見極められるようにしていきたいと

思います。

　入会から９か月が過ぎました。 既に新入

会員らしからぬ立ち居振る舞いは、 居心

地の良さと皆に愛されているのかなという

実感から来るものだと思います。

　ロータリーについてですが、 商工会議

所青年部卒業後の入会でしたが、 奉仕について懐疑的で、 一

生懸命仕事して税金を納めることが若いうちの社会貢献だと感

じていましたので、 もっと年齢と経験を重ね、 時間も金銭も余裕

ができてから入会すべきだと思っていました。 とはいえ先輩にお

声かけいただき、 入会してみてからこの短期間でも初めて気づ

くことが多々ありました。 小さな会社で社会貢献したいと思うより

も、 まとまって貢献をした方がはるかに効率的で効果的であるこ

と。 人脈形成の場 ・ 経験させてくれる場 ・ 拠り所、 ほかにもたく

さんのメリットがあります。

　先日、 職業奉仕セミナーに参加させていただきました。 職業

奉仕の意味について少しは理解できたかと思います。 自分は

天職を得て生業としている。 そこで得た技術や経験をメンバー

で持ちより、 融合し補完しあって新しいプロジェクトを実行する。

金銭以上に実践的で有用な社会貢献の可能性を実感しまし

た。 やがて訪れる共生社会に向け自分自身の方向性を認識で

き始めたのかと感じています。

　今年１月に佐世保中央ロータリーに入っ

て、 早９か月がたとうとしております。 よう

やく、 皆様の顔とお名前が完全に一致す

るようになりました。

　　一つだけロータリーの活動を通じて感じているところをお話し

します。 何かというと、 色々なものの見方を勉強することができ

るということです。 皆さんそれぞれ、一国一城の主なだけあって、

確固たるものの考え方を持っておられる方が殆どです。 委員会

関係のコメントや卓話を聞いているだけでも、 色々な考え方が

聞けますし、 そのお話の仕方自体も勉強になるなと感じます。

　　個別的なエピソードでいえば、 この間、 ゲスト卓話の資料を

メーキャップで来られた方にお配りしていた際、 某メンバーの方

から、メーキャップの方に資料を配ると、席を立ちにくくなるから、

テーブルにまとめて置いておくといいよ、 とご指摘をいただきま

した。 私は、 無意識にただ配っていたのですが、 そのご指摘

を聞いて、 なるほど、 資料の配り方ひとつとってもいろいろ見方

や考え方があるのだなと勉強になりました。

　普通に仕事をしているだけでは、 なかなかこのようなご指摘を

受けることはできませんので、 この点はロータリーに入ってプラ

スになっている部分であると思います。

　　ちなみに、 ロータリーに入ってマイナスなことは今のところあり

ません。 今後とも、 どしどしご指導をおまちしておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

吉野 英樹君

馬渡 圭一君
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ＳＡＡ：有吉 中君　  　 

次回例会 ９月２１日１２：３０～

④過去の周年事業について
芥川 圭一郎君　
（池永隆司委員長が欠席の為代理）

　皆様、 こんにちは。 親睦例会活動委員

会の片桐です。 入会をさせて頂きまして

僅か８か月の経験からの話ですが、 ロー

タリークラブのイメージが想像していたも

のとは、 良い意味で違いました。 正直に

申し上げますと、 ロータリークラブは厳格かつ崇高で、 私には

大変敷居が高い組織だというイメージがありました。 実際には

しっかりとした規律がある中に、 会員個人を大事にされながら、

組織としてしっかりと活動をされていらっしゃると感じました。 ま

た私たち新入会員が入会させて頂くと、 仲間として受け入れて

頂くとともに、 様々な激励を頂けることに大変感謝を感じていま

す。 ありがとうございます。

　私は、 青年会議所で活動をさせて頂く中で、 会員数が１００名

を割らない様にしましょうと言っていましたし、 聞いてきました。

なぜなら、 活動費は、 会員の会費より賄われますので、 会員

数が減少すると活動も小さくなるからです。 まだ、 入会して間も

ない身ですが、 様々な委員会活動をされ、 奉仕活動や会員の

資質向上などを行われているのですが、 対外事業として、 これ

までどのような活動をされてこられたのか、 知りたいと思っていま

す。 また、今後そのような対外事業があればうれしく思いますし、

一緒に活動させて頂ければと感じています。 どうぞこれからも、

先輩の皆様方からのご指導ご鞭撻をお願いいたします。

片桐 康利君

　国際ロータリーの活発なクラブ作りの為

の戦略計画に基づき、 我がクラブは若い会員も増え、 活気ある

「いいクラブ」 だとは思いますが、その一歩先を目指す為にも、「こ

ういうクラブになりたい」 という未来像 （ビジョン） を描き、 目標を

立てて行こうと思っています。

　まずは今後３年の目標を設定する作業を行っていきたいと思

いますが、 その先には創立３０周年もございます。 幅広い見解

や意見を取り入れる為、 クラブ全員・ クラブ全体を反映できるよ

うに立案する為にまたこういう機会を頂いたり、 アンケート調査

等も行っていきたいと思います。

　その入り口として、 クラブ現状分析として、 ２０周年を経験して

いない会員が１６名、 １５周年を経験していない会員が２５名と半

数以上ですので、 過去の周年事業を分析したいと思います。

■当クラブ 20 年の実績

盲導犬支援　2002 ～ 2006 年

佐世保中央ロータリークラブ旗少年ソフトボール大会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1993 ～ 2001 年 （  9 回）

白浜海水浴場クリーンアップ　1995 ～ 2011 年　（15 回）

■これまでの周年事業について

・ 創立５周年 （1995-1996） 会長 牟田 憲市 

　対外）・白浜海水浴場のクリーンキャンペーン

　　　　　 ・ 佐世保地区ジュニア陸上選手権大会

　　　　　 ・ 佐世保中央ＲＣ旗少年ソフトボール大会

　周年）・ 記念公演：アイトワ

　　　　　 ・ 市立図書館に金一封　佐世保中央ＲＣ文庫

・ 創立１０周年 （2000-2001） 会長 鶴田 明敏　

　対外）・白浜海水浴場のクリーンキャンペーン

　　　　　 ・ 佐世保中央ＲＣ旗少年ソフトボール大会

　周年）・ なるこクラブ （身体障害者施設） 金一封

　　　　　 ・ 佐世保市の新公園にベンチ４基寄贈

　　　　　 ・ 釜山蓮山ＲＣとロータリー財団同額補助金 （マッチン

　　　　　　ググラント） を利用し韓国の身体障害者施設へリフト　

　　　　　　付き移送車 ・ 大型洗濯機乾燥機各１セット贈呈

　記念旅行 ：天ヶ瀬温泉

・ 創立１５周年 （2005-2006） 会長 橋口　佳周　

　対外）・白浜海水浴場のクリーンキャンペーン

　　　　　 ・ ロータリー１００周年の市内８ＲＣ共同事業の佐世保市

　　　　　　花 「かのこゆり」 を小学校に寄贈

　周年）・ 釜山蓮山ＲＣとロータリー財団同額補助金 （マッチン　

　　　　　　ググラント） を利用し長崎県立盲学校へ機材を寄贈

　　　　　 ・当クラブ盲導犬育成基金より頂いた浄財を元に九州　

　　　　　　盲導犬協会に寄贈

・ 創立２０周年 （2010-2011） 会長 田雑　豪裕　

　対外）・九十九島環境改善プロジェクト （白浜海水浴場周辺）

　　　　　 ・ 東日本大震災を受け救援バザー

　周年）・ 釜山蓮山ＲＣとの共同事業でラオス スパヌウオン国立

　　　　　　大学内電算室 ・ 語学実習室へコンピュータ設備支援

　　　　　 ・ アルカスＳＡＳＥＢＯ大ホールにて 「ふれあい音楽コン

　　　　　　サート」

　　　　　 ・ 奥様コーラスコスモス、 介護施設訪問

　記念旅行 ：島原周遊の旅

・ 創立２５周年 （2015-2016） 会長 溝上　純一郎　

　対外）・ 長崎県立佐世保特別支援学校太鼓 ・ ダンス発表会

　周年）・ 釜山蓮山ＲＣとの共同事業で

　　　　　　長崎県立佐世保特別支援学校に団旗 ・ 大太鼓１・

　　　　　　中太鼓４ ・ イーゼル１０台寄贈　

　記念旅行 ： 別府温泉

最後に ・ ・ ・

クラブビジョン委員会というのは、 単年度ではありますが、 ３０周

年、 またその後を見据えて継続していく委員会であって欲しい

という思いを持っております。 また、 歴代の会長幹事の皆様に

もお集まりいただいて意見交換会なども含めて、 またこういう機

会をいただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
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