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会長挨拶 ・ 指山康二 君

本日の出席率 87.80％

前々回の修正出席率 100％

会員数　　　　　　41名
出席　　　　　　　36名
欠席 (免責 0名 )　　5名
ビジター  　　　　   5 名

出席　　　　　　　 40名
メークアップ　　　　1名
出席規定除外　　　　0名

　今週火曜日、梅雨が開けて初めてゴルフに行きました
が、大変熱かったですね。いよいよ3週間後北京オリンピッ
クが始まります。今の話題は、水泳の水着、スピード社の
レーザーレーサーです。ゴルフクラブもスピード社が飛ぶ
クラブを開発してくれれば、私もシングルになれるんで
しょうが、大興の井上君早く開発してください。昨年の梅
雨開けは７月 22 日だったと思います。なぜ覚えているか
といいますと、1年前の7月22日は、ＦＭさせぼ・ハッピー
ＦＭが開局した日でした。早いもので、ハッピーＦＭも開局
1年です。コマーシャルを頂いています、中央ロータリーク
ラブのメンバー 11 人の会員の方に御礼申し上げます。私
も開局当初、ジャパニーズポップス・ストリートという 2
時間番組を自分で企画しＦＭに出ていました。1 回目のゲ
ストが八重野君でベンチャーズ特集を放送し、２回目がサ
ザン、３回目が吉田拓郎、４回目が岩政君とグループサウン
ズを、5～7回目が竹本君とフォークソング特集をと、3ｹ月
放送していましたが、被選理事会が始まる時に番組を降ろ
させて頂きました。そしてＦＭが縁でＦＭパーソナリティ
の川島千鶴君に入会して頂きました。その川島君の番組

に、朝長市長や金子知事もゲスト出演してくださった番組
「させぼんもん」という番組に、先月４週連続で、中央ロータ
リークラブのメンバーがゲスト出演してくれました。崎山
君・岩政君・八重野君・中村君です。それぞれの仕事の事、
趣味の事を公共放送で、「私の職業」を話してくれました。
私はロータリークラブの活動で職業奉仕を重点にしてい
ます。会員の方でハッピーＦＭに出演し、「私の職業」を話し
て頂ける方がいらっしゃたら、川島君に声をかけて下さい。
宜しくお願い致します。
　さてロータリーの話をしますが、先週金曜日の市内ロー
タリークラブ会長幹事会では、メーキャップの話が議論さ
れました。この後のクラブフォーラムで議論してもらいま
すが、日曜日は、野村クラブ奉仕委員長と2740地区クラブ
奉仕研修セミナーに出席してきましたが、100名位の参加
者の中で、私と野村君と佐世保ロータリークラブの遠田会
長が、円田昭地区クラブ奉仕統括委員長の、居眠りが出来
ない暖かい配慮で一番前の席でした。詳しい内容は、この
後のクラブフォーラムで野村クラブ奉仕委員長が報告し
ますが、壇上に「出席といふ美しき友愛を」という、額が飾っ
てありました。これは、佐世保ロータリークラブの犬塚会員
が50年前に創られた言葉だそうです。先日、佐世保ロータ
リークラブにメーキャップしたとき一番前に掲げてあり、
何だろうと思いましたのが、「出席といふ美しき友愛を」と
いう素晴らしいスローガンでした。
　本日はクラブフォーラムです。先週はクラブ協議会でし
た。新入会員の皆様、クラブ協議会はクラブの重要な事項
を報告し、方向性を決議する時間です。クラブフォーラム
は、結論は出さなくても、会員皆様が自由に討論する時間
です。皆様の活発な意見を期待します。
　宜しくお願い致しまして、会長挨拶と致します。
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7月誕生日会員

7月結婚記念日会員
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１・例会変更
　　ありません。
２．来　　信
　・ガバナー事務所　
　１）「ハイライトよねやま」101号
　２）地区ホームページ更新のお知らせ
　　　地区ホームページURL
　　　http://www.d2740.orgまたはhttp://d2740.org
　　　ガバナー事務所メールアドレス
　　　ri2740@coda.ocn.ne.jp
　３）地区組織　ロータリー財団地区委員変更のお知らせ
　　　(地区組織表添付)
　・佐世保北ロータリークラブ
　　　活動報告書類送付の件

職業奉仕委員会　長富 寿人委員長
９月 24 日 ( 水）佐世保中央ロータリークラブ・コスモス
会コーラス部が、職業奉仕委員会・社会奉仕委員会共催
での奉仕事業として、早岐「ガーデンハイツ」50 名の入
居者の前でコーラスを披露します。
社会奉仕委員会　八重野 一洋地域発展・青少年委員長
７月 21 日のビーチクリーンアップ（パールシー）に会員
の皆様のご参加をお願いします。
親睦活動委員会　南部 建委員長
８月３日開催の納涼例会に、出席宜しくお願いします。
地区ＲＹＬＡ委員会　鶴田 明敏委員長
７月 16 日 ( 水 ) 大村北ロータリークラブにご挨拶に行っ
て来ました。本年度は大村北ロータリークラブがホスト
をされます。当クラブの会員もご協力、お願い申し上げ
ます。

委員会報告

幹事報告

本日のビジター紹介

ニコニコボックス

佐世保ロータリークラブ　　　山縣　義道 様
　　　　　　　　　　　　　　遠田　公夫 様
佐世保南ロータリークラブ　　西沢　雅幸 様
佐世保北ロータリークラブ　　須田　昇 様
　　　　　　　　　　　　　　鈴木　正昭 様

＊佐世保ロータリークラブ会長　遠田 公夫様
指山さんが心配で見に来ました。もっと心配なのが、岩
政幹事でＲＣの会合にとんと見かけませんので、あわせ
て見に来ました。崎元副会長は安心しています。

＊佐世保南ロータリークラブ　西沢 雅幸様
指山会長様。佐世保中央ＲＣ会長ご就任、まことにおめで
とうございます。

＊佐世保北ロータリークラブ　鈴木 正昭様
指山会長、崎元副会長、岩政幹事、これから１年間ご苦
労様です。指山会長、最初からとばさずにエコ運転でゆっ
くりスタートして、１年間充実して下さい。

＊指山 康二会長・崎元 英伸副会長・岩政 孝幹事
毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか？
本日は第１回目のクラブフォーラムになっております。
最後までよろしくお願い致します。

＊崎元 英伸副会長
1952年7月16日生まれ。昨日が56回目の誕生日でした。
ステキなプレゼントありがとうございます。

＊野村 和義クラブ奉仕委員長
本日の卓話は第１回クラブフォーラムでクラブ奉仕委員会の
担当となっております。途中で帰りそうな田端茂君、最後まで
宜しくお願い致します。また本日は８月３日に行われます納涼
例会の受付〆切日となっております。出欠の返事がまだの方
は例会終了までに親睦活動委員会までお知らせ下さい。最後
に、本日ご来訪頂きました皆様を心より歓迎申し上げます。

＊鶴田　明敏君
来週で66才になります。今年一年間、指山会長のもと、ロー
タリーを楽しませていただきます。

昭和 31年 7月 1日　　  池永　隆司 君
昭和 25年 7月 5日　　  溝上　純一郎 君
昭和 27年 7月 16日　　崎元　英伸 君
昭和 17年 7月 26日　　鶴田　明敏 君
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＊溝上　純一郎君
誕生日を忘れていました。思い出させていただき
ありがとうございます。もう 58歳になり、60才
がもうすぐそこになりました。

＊大久保　厚司君  
日本歯科再生医学会で認定医を取ってきました。
開業医では初めてでNo.1 がつきました。

＊池永　隆司君  
７月１日、52回目の誕生日を迎えました。耳は
昔から聞こえにくいのですが、最近は目も見えに
くくなったり、物覚えが少し悪くなってきた様で
す。決して「知らん顔」している訳ではありませ
んのでご了承くださいませ。ニコニコします。

本日の合計　　　　　　13,000円
本年度の累計　　　　 127,000円

2008～09年度佐世保中央ロータリークラブ
第１回クラブ・フォーラム

テーマ：「出席といふ美しき友愛」を求めて

・出会いを求めてみませんか
・出会いを楽しみにしてみませんか
・組織のひとつを体験してみませんか
・知らない人の中で、自分を磨いてみませんか
・頭を下げ、土下座までされて断りきれず
・今、声をかけられた時が花
・何年か後に入会したいと思ってもその時に声が
　かかるかどうかはわからない
・おどされ「わかっとるやろうね」
・市内で一番アットホームな楽しいクラブだよ
・身内から入るよう勧められた
・人脈を広く深く作って見ませんか
・知名氏より勧められ
・取引先より勧められ
・市内のロータリーの中でメンバーが一番若い
・言葉というより何度も足を運ばれた
・中央ロータリーは会員同士の絆が深い
・すばらしい、若い先輩がいる

質問1.　クラブ入会の決め手となった担当者の言葉

質問2.　退会者をなくすためには

・新入会員や入会年度の浅い会員にもっと声をかける
・理事役員が回ってくるのが早すぎる（会員数が少な
　い）
・新入会員セミナーを最初からきちんと行う
・ゴルフだけではなく趣味の会をもっと作り活発に行う
・年齢差がかなりある団体なので相互のコミュニケー
　ション作りの為の企画を行う
・忙しさの度合いが違いすぎるのでメンバー同士の理
　解が必要
・もっと気楽なクラブにして欲しい
・週1回の例会は多すぎる
・常に新しい事を取り入れる
・自分でも楽しみを見つける事も必要
・対内も対外にも魅力的な団体であれ
・すべての登録料をもっと安く特に夫人は無料で
・年代ギャップを埋める企画が欲しい
・例会の席を決めることが本当に必要か
・仕事とロータリーの両立をできるようなメンバー同士
　の配慮が必要

次回例会　　7月24日(木)　12：30～
次々回例会　7月31日(木)　12：30～
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