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本日の出席率８０.４％：会員数４８名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員８名・ビジター７名

前々回の修正出席率８５.３６％：出席３０名・メークアップ２名・出席規定免除会員出席３名

　先週の福田金治ガバナー公式

訪問例会にご協力いただき有難う

ございました。 また、 本来こちらか

らお伺いすべきところを、 市瀬パ

ストガバナーをはじめ９０％以上の

出席で来ていただいた佐世保東

ロータリークラブの皆さんの友情に

感謝しなければならないと思って

います。

　ところでガバナーのお話にもありました２７４０地区全クラブ会員

を対象とする研修会ですが地区研修セミナーの時点では未発

表でした。 ガバナーのお話では今期の重点事業ということです

のでスケジュール調整の可能な会員の皆さんは是非参加してく

ださい。 地区 57 のクラブから３５０人の参加を予定しているとのこ

とですので、 ご協力を重ねてお願いします。

　本日は会員増強委員会担当のクラブ協議会です。 オブザー

バーとしてお迎えしています７名の皆さんとの親睦と友情を育む

機会の第一歩と成ることを祈念いたします。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

佐世保商工会議所青年部

松尾 啓一 様　　松田 義継 様　　牟田 久美子 様

佐世保青年会議所

黒川 大 様　　　 橋口 正裕 様　　藤井 寿人 様　　　

川上 仁哉 様

１．例会変更・休会　
　　　　佐世保東ロータリークラブ

　　　　　９月１８日 （火） １８：３０～ニーラーカマル  ※観月例会の為

クラブビジョン委員会　岡 光正委員長　
 ９月１６日に、 旭川空港ロータリークラブにて、 「第２３回全国

空港ＲＣフォーラム」 が開催されます。 参加クラブは、 ホストの

クラブの旭川空港ＲＣ・ 東京羽田ＲＣ・ 成田コスモポリタンＲＣ・

名古屋空港ＲＣ・ 豊中南ＲＣ・ 広島空港ＲＣ・ 佐賀空港ＲＣ・ 松

本空港ＲＣの８つのクラブが持ち回りでフォーラムを開催されて

います。 今回、佐世保中央ロータリークラブも友好クラブとして、

ご招待を頂いております。 ９月１６日～１８日まで、 崎元 英伸会

長ご夫妻 ・ 芥川 圭一郎幹事 ・ 岡田 文俊委員長 ・ 宮崎 宗長

ご夫妻 ・ 岡 光正夫妻の８名で参加してきます。 ご餞別を宜しく

お願いします。

　話は変わりますが、 全国に 「中央」 と名の付くロータリークラ

ブ約８０クラブあります。 近辺では、 長崎中央ＲＣ・ 壱岐ＲＣ・

延岡ＲＣ等があります。 また、 東京に 「東京中央ＲＣ」 がありま

すので、 ３０周年の時に訪問してみたいです。

２．来信
　　■国際ロータリー

　　　　・2019 年はドイツ：みんなでロータリー国際大会に行こう！

　　　■国際ロータリー日本事務局

　　　　 ・９月のロータリーレートのお知らせ　　１ドル＝112 円

　　　　　　　　　　　　　　　　( 参考 ) 8 月ロータリーレート :112 円

　　　■ガバナー事務所 

         ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

              2017-2018 年度 ガバナー月信 Vol.13

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ ガバナーエレクト事務所開設のご案内

　　　　　　　所在地 ： 長崎県諫早市高城町 5-10　

　　　　　　　　　　　　　諫早商工会館 302 号

　　　　　　　※2019 年 7 月1日よりガバナー事務所となります

　　　■佐世保東南ロータリークラブより

　　　　 ・ 佐世保市長表敬訪問時の集合写真送付

　

３．依頼・伝達
　　　　 ・１０月１１日は創立記念例会です。

　　　　　男性コーラスもありますので、 ご準備ください。
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本日の合計　　　　   25,000 円

本年度の累計　　　  225,000 円

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 商工会議所青年部より、 松尾会長 ・ 松田専務 ・ 牟

田さん、 一般社団法人佐世保青年会議所より、 黒川さん、

藤井さん、 橋口さん、 そして OB の川上さんの来訪を心より

感謝申し上げます。

８月も最終週となりましたが、 まだまだ暑い日が続いておりま

す。 こまめな水分補給と自己管理につとめて、 残暑を乗り切

りたいと思います。 さて、 本日は会員増強委員会さんのクラ

ブ協議会です。 よろしくお願いいたします。

追伸、 牟田さん、 誕生日おめでとうございます。

西村 浩輝君
人生百年時代と言われていますが、７４歳を迎え、淡々とロー

タリーライフをまだまだ楽しみますので、 今後もよろしくお願

いします。 誕生祝の品ありがとうございます。

田代 博之君
お誕生日祝いありがとうございました。

前田 眞澄君
本日の例会卓話、 「会員増強委員会」 八重野委員長お疲れ

様です。 また、 それに合わせて本日オブザーバー参加にご

出席頂きました、 ヤングマン７君のご来訪を心より歓迎いたし

ます。 ロータリー例会がどんなものなのかを見て頂きこれなら

大丈夫だと思って帰ってください。

会員増強委員会一同
７名のご来訪を、 心より歓迎いたします。

芥川 圭一郎君　宮﨑 正典君　山口 裕之君　片桐 康利君
筒井 琢磨君　倉科 聡一郎君

佐世保青年会議所より　川上 仁哉君、 橋口 正裕君、 黒川 

大君、 藤井 寿人君、 ご来訪ありがとうございます。 本日の

例会では、 入会の勧誘はしないように言われていますので、

楽しくご飯を食べて行ってください。

平岩 義明君　馬場 貴博君　川島 千鶴君　岡 光正君　
井手 陽一君　吉野 英樹君　（ＹＥＧＯＢ）

商工会議所青年部より、 松尾 啓一君、 松田 義継君、 牟田 

久美子さん、ご来訪ありがとうございます。 ３名は年下ながら、

長年の活動を率先して行われ尊敬できる後輩です。 冗談は

さておき、 中央ロータリーをよろしくお願いします。 ということ

で、ＹＥＧＯＢ一同ニコニコします。

中央会　馬場 貴博幹事　
　中央会のコンペを９月３０日に行います。 未だお返事が無い

方は早々にご回答ください。

また、 国際ソロプチミストチャリティーゴルフコンペのご案内が

皆様に来ていると思いますが、 近日中にＦＡＸを流しますので、

ご回答をお願いします。

崎山 信幸君　
【コフスハーバーロータリークラブ （オーストラリア） 訪問の報告】

　さる、 ８月１９日より佐世保市とコフスハーバー市、 友好都市

３０周年記念事業の為、 コフスハーバー市を訪問しました。

　８月２２日は、 豪日協会並びにコフスハーバーロータリークラ

ブ合同、 夜の歓迎会をロータリー例会に

合わせて開催されました。 その折、 佐世

保中央ロータリークラブのペナントを持参

し、 コフスハーバーロータリークラブ会長

と交換をいたしました。

　当日は佐世保市訪問団全体の歓迎会

でしたが、 快く交換式の時間をさいてい

ただき有意義な時間を過ごすことが出来

ました。

会員増強　八重野 一洋委員長
　本日は年間活動計画にもあげていま

した例会見学体験を実施することがで

きました。

　ＪＣ関係者より川上さん、橋口さん、

藤井さん、黒川さん。ＹＥＧ関係者よ

り松尾さん、松田さん、牟田さんの合

計７名のご参加を頂きましたありがとうございます。

当委員会内でのＮＧワードとして見学体験者に対し「いつ

入る？」「入会するよね？」としておりましたが先ほど岡委

員長よりコメントがありました、帰りに私から「入会申込書」

をお渡しすることはありませんので誤解の無いようにお願

いします(笑 )

　記憶によると２０１３年―１４年度に田雑委員長を始め

とする会員増強委員会が発足したと思いますが、当時水月

で研修会を兼ねた会員増強委員会に候補者を招待した経緯

があります。香月会員による「税の仕組み、消費税増税で

会計処理はこう変わる」などのタイトルで研修会を実施し、

その時の招待者田中啓輔君がその後入会、数年後に吉野英

樹君が入会されました。

　例会見学体験やそういった通常の委員会にもどんどんオ

ブザーバーとしてご参加頂ければロータリークラブへの不

■ 第２回クラブ協議会 ■
　　 会員増強委員会　
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親睦例会活動委員会メンバー

安材料は払しょくされるのではないかと考えています。

当クラブの平均年は５６.８歳です、２９歳の松田啓伸君を

除いて計算しましたが５７.４歳と松田君の年齢では「焼け

石に水」でした。３０代前後からの入会がないと平均年齢

は下がりはしないと実感しております。

　１９９０年クラブ発足当時のチャーターメンバーが８名

ご在籍ですがその合計年齢は５３３歳で平均年齢６９.１歳

とほぼ７０歳となっております。逆に２０１７年度池永委

員長年度では５名の入会で合計２３２歳、平均で４６.４歳

と２３歳の差があります。

　本年度２７４０地区ガバナー方針では増強の人数目標は

ありませんが、逆に退会防止策を考えて欲しいとことでし

た。近年人数にこだわる増強、手段と目的の混同が目立ち

ます。ロータリーの目的は職業奉仕であると当時池永委員

長は既に研修を受けられております。

　過去の退会事例では、長富さん、牟田さん、直近の若い

方の退会は西海市から２名、山田君と戸浦君の２名でした。

年齢的なものや地域性も退会の要因であったのかなと推測

されています。

　いずれにしても退会防止策はクラブの重要課題として真

剣に取り組むべき問題であると考えています。２年前に平

岩 義明さんからシープクラブのワンゲスト例会にお誘い

を受けました。会員が 1 人のゲストを例会にお連れすると

いう手法です、その日はメモリードの吉田社長の経営セミ

ナーでしたが多数のゲストが参加され懇親会も盛大なもの

であったと記憶しています。そのシープクラブさんも今や

６０名を超える会員数であるとの事です。気さくなイメー

ジや雰囲気はロータリークラブのそれとは若干違うものを

感じました。残りの時間は入会が浅い倉科君と筒井君に入

会前と入会後の印象などをお話し頂き、最後は先輩会員の

池永さんに同じく入会当時の思いと今をお話し頂きますの

で聞いて頂ければと思います。

池永 隆司君
　２０年前、平成１０年８月に南部君

と同時入会しました。時の会長が福田

さんで、幹事が牛島さん。紹介会員が

指山さんと日高さんです。会員数６３

名 で、内ＪＣＯＢが ３ ４ 名 と 半 数

ちょっとでした。チャーターメンバーも朝永市長をはじめ

２５名在籍されていました。会員の平均年齢も４８歳と若

いクラブでした。

　新しい、若い会員の方には、なるべくホームクラブに出

席して頂き、事業・行事に積極的に参加して頂き、会員間

の交流を深めて頂きたいです。

諸先輩方も多く在籍されているということで縦の関係が強

いのかと思っていましたが、入会してみてアットホームな

雰囲気の活動しやすい団体であると感じています。今まで

に経験できなかったような多くの経験を活動を通してさせ

てもらえるのではないかと考えています。

会員増強委員会　筒井 琢磨君
　佐世保中央ロータリークラブに入会

した経緯は、牛島先輩と田代先輩が大

学の先輩であり、ＪＣの先輩でもあり、

勧誘頂き入会させていただくことにな

りました。それまでロータリーの印象

は固い、そして少し怖いようなイメー

ジを持っていましたが、実際入会してアットホームな雰囲

気で色々と可愛がっていただいて、大変ロータリーライフ

を楽しんでいます。

会員増強委員会　倉科 聡一郎君
　入会に誘っていただいた方は牛島義

亮会員で、大学・ＪＣの先輩であり前々

からお声掛けをいただいていた所、Ｊ

Ｃを卒業したことをきっかけに入会さ

せていただきました。入会前はＪＣの

ＳＡＡ： 橋口佳周君

次回例会／９月６日１２ ： ３０～
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