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本日の出席率７９.０６％：会員数４８名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（９）７名・ビジター３名

前々回の修正出席率８６.６６％：出席３０名・メークアップ３名・出席規定免除会員出席６名

　本日は皆様に大切なお願いをい

たします。

７月６日 （金） １８時３０分　九十九

島ベイサイドホテル＆リゾート フ

ラッグスにて 「２０１８-２０１９第 ２７

４０地区 福田金治ガバナー激励

会」 が開催される事になりました。

次年度市内８RC 会長幹事会で提

案され、 第５ ・ 第６グループガバナー補佐との協議の上開催さ

れるそうです。 主催は第５ ・ ６グループロータリークラブ、 主管を

佐世保南ロータリークラが担当されます。

　慣例として第５ ・ ６グループよりガバナーが輩出される際は、

上記の激励会が開催されております。

　我々第５ ・ ６グループの代表として、 来年のガバナー福田金

治君 ( 佐世保 RC) を支援するために佐世保中央 RC から多くの

参加をお願いいたします。 出欠 ・ 交通手段などは事務局より皆

様に FAX 連絡いたしますので日程押し詰まっておりますがご協

力をお願いいたします。

〒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

佐世保ロータリークラブ

　　　　石田　謙二 様

佐世保南ロータリークラブ

　　　　太田 博道 様

佐世保南ロータリークラブ

　　　　相良　紘一郎 様

１．例会変更・休会　
　　　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　　　日時　６月２６日 （木） １９：００～　

　　　　　　場所　ホテルローレライ　

　　　　　　　　　　※新旧委員交代式のため

２．来信
　　■国際ロータリー

　　　　 ・ 2016 年手続要覧価格変更のお知らせ　６ドル→４ドル

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①2017-2018 年度 ガバナー月信 Vol.12

　　　　　②6 月 親睦活動月間 リソース＆出版物一覧のご案内

　　　　　③国際青少年交換 各種報告書式ダウンロード

　　　　 ・ ６月ロータリー親睦活動月間の月間リソースのご案内

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 月信についてお知らせ…

　　　　 ・ 次年度の月信について

　　　　　作成費削減の為 「ページ数」 「カラーページ」 を削減

　　　　 ・「月信用のファイル」 は予算の都合上中止

３．依頼・伝達
　　　 ・ 本日は、 第９回クラブフォーラムという事で、 クラブビジョ

　　　　ン委員会の担当となっております。 池永委員長はじめ委

　　　　員会メンバーの皆様、 よろしくお願い致します。

　　　 ・ 来週は、 第９回クラブ協議会で、 各委員長から年間活　

　　　　動報告を行います。 各委員長どうぞお願い致します。

次年度 式典例会・出席委員　前田 眞澄 委員長
　６月２８日 （木） 新旧会長・副会長・幹事交代式が行われます。

すでにご案内は差し上げていますが、 出欠の締めを６月１３日

（水） としております。 多くの会員皆様の出席をお願いしたいと

思いますので、 よろしくお願いいたします。
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本日の合計　　　　     7,000 円

本年度の累計　　　  1,066,018 円

■第９回クラブフォーラム■

佐世保ロータリークラブ 石田 謙二様
メークアップで出席させて頂きました。 よろしくお願いいたし

ます。

佐世保南ロータリークラブ 太田 博道様
本日またまたお邪魔します。

佐世保南ロータリークラブ 相良 紘一郎様
久し振りにまいりました。 お世話になります。 今後ともよろしく

お願いいたします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
佐世保ＲＣの石田 謙二様、 佐世保南ＲＣの太田 博道様、

相良 紘一郎様、 ご来訪誠にありがとうございます。 本日

は第９回クラブフォーラムとなっております。 池永隆司委

員長はじめ、 委員会の皆様よろしくお願いいたします。

来週は、 第９回クラブ協議会で各委員長の年間を振り

返っての事業報告です。 各委員長の皆さん、 どうぞよろ

しくお願いいたします。

田雑 豪裕君
「生きる街」 の試写会にご招待いただきありがとうございます。

長崎出身の榊 英雄監督で夏木マリ主演の映画で２０１１年の

東日本大震災で被災した家族を描いた作品でした。 日常的

な話ではありましたが非常に涙あふれる作品でした。

～クラブのビジョン（クラブの未来像）
               を考えるににあたっての課題～

　課題

①会員数 ・ 会員増強

・ 日本の１クラブ平均会員数は３９名、 我がクラブは現在４８名と

平均は超えているが、 アンケート等での理想的な会員数は５０名

と言われる

・ 資質 ・ 女性会員 ・ 退会防止

・ ２回目の会長 ・ 幹事を出さないように （佐世保北－幹事 2 回目

の方がいらっしゃる）　５０名を目指し、 達成しても毎年最低一人

の会員増強を目指す。

・ データーの引き継ぎと前年経験者をメンバーに残す

②寄付金

　寄付はロータリの基本

・ 一般的に毎年、 ロータリー財団 + 米山記念奨学会で 4 人～ 5

人 （40 万強～ 60 万弱）

・ ロータリー財団寄付金額 ・ 米山記念奨学金の累計額が市内 8

ＲＣの中で低い方

・ ガバナー補佐を輩出した年以外は、 地区が推奨する金額に

達していない

・ ガバナー補佐 ・ ガバナーを輩出できる環境づくり

③佐世保中央ＲＣ基金会の運用

　第１条　目的に追加条項

・ 有志をもって寄付を募り、 この基金をもって会員がロータリー

財団及び米山記念奨学会及びロータリークラブとして必要且つ

特別な条件に対し寄付を行うことを目的とする

・ 新入会員 ・ 若い会員に基金会にオブザーバー出席をして頂く

④年会費

・ 佐世保 ： 200,000 円　　佐世保南 ： 210,000 円　

　佐世保東 ： 210,000 円　ＨＴＢ佐世保 ： 220,000 円　

　佐世保中央 ： 190， 000 円 +12， 000 円 （基金）　

・ 佐世保北は基金 （友の会） を任意で毎年２万円積立

・ メンバーも増え予算が切迫している訳ではない

　ニコニコＢＯＸを予算の収入に組み入れない

・ 佐世保ＲＣ、 佐世保南ＲＣ、 佐世保北ＲＣ、 予算に計上して

いない

・ 佐世保西 ： 950,000 円　佐世保東ＲＣ： 1,000,000 円　

佐世保東南ＲＣ： 650,000 円　ＨＴＢ佐世保ＲＣ： 700,000 円　

佐世保中央ＲＣ： 800,000 円

クラブビジョン委員会　
　　　池永 隆司 委員長　

中央会　本田 実 幹事
　６月２４日 （日） 開催の中央会、 出欠の締切が１０日になって

おります。 ７日 （木） 現在２４名の参加者になっております。 ２

４日が晴れますように。

　



第1303回　平成30年6月7日号　P3 .

ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／６月１４日１８：３０～

⑤地域に根付いた奉仕活動

・過去には、 中央ロータリー杯少年ソフトボール

・白浜の清掃　特別支援学校・ソフトボール他　子どもと保護者

⑥リーダーの育成

・メンバーの高齢化？により、 幹事 （副幹事含む） の成り手の

減少

・会長、 幹事経験者　４８名中２８名　副会長経験者含めると４８

名中３１名

・新入会員・新会員に副幹事をして頂き経験を積んでもらう

・新入会員が入会しない年でも、 入会年度の浅い会員を対象

にセミナーを実施する

⑦ロータリーの事業の取組み

青少年　子供の貧困問題

　ａ青少年－インターアクト ・ローターアクトの取り組み

　　佐世保ＲＣ：インターアクトクラブ （佐世保学園）

　　　　　　　　　　ローターアクトクラブ （長崎国際大学ＲＡＣ）

　　佐世保南ＲＣ：インターアクトクラブ （聖和女子学院ＩＡＣ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｅ．Ｊ． キングスクールＩＡＣ）

　　佐世保東ＲＣ：ローターアクトクラブ （佐世保東ローターアクト）

　　佐世保北ＲＣ：インターアクトクラブ （佐世保高専ＩＡＣ）

　　佐世保西ＲＣ：現在休止中

・研究材料　最近ｲﾝﾀｰｱｸﾄを作られた佐世保北ＲＣの会員に卓

話をお願いしては

　ｂ青少年奉仕

・現在若い会員が増えている中、 子供・ＰＴＡ関係・孫を交換

留学生として出した場合の留学生の受入れの問題

・受入れ家庭、 カウンセラー

・過去には釜山蓮山ＲＣとの短期ホームステイ

・ ８ロータリで 100,000円ずつ負担して８ロータリで受入を検討

　ｃ長崎県立佐世保特別支援学校との関わり

・今回、 掛屋剛志君

　ｄ韓国　釜山蓮山ＲＣとの交流

・２年に１度交互交流　崎元年度の時交互交流

・２０２０年に共同事業、 蓮山ＲＣ側が実施したいとのこと

・共同事業の有無、 金額設定、 基金会のお金使えないか

・他国との交流

⑧委員会開催の減少

・若い会員も増え、 同好会ダイビングクラブなども発足し、 楽し

いクラブとして活発化していますが、 反面一部の委員会が休眠

状態。 本来の目的の人と人との交流をを含め、 委員会を活発

化してもらい、 より良い事業を企画し行っていってもらいたい

⑨修正出席率の低下

・メークアップの問題

⑩ホームクラブの例会の充実

⑪地区への出向の減少

・影響力の低下？

30周年事業

・周年事業準備委員会の立ち上げ

・実行委員長・スタッフ

・基調公演

・記念旅行
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