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２週間ぶりの例会です。 １３日の延寿会、 大変お疲れさま

でした。 昼の祈願祭から寒い中を多数ご参加いただき有難

うございました。

親睦活動委員会の皆様の素晴らしい企画で、 牛島君、 川

﨑君のとても綺麗な女装姿と、 前田君の一発芸、 瀬戸君と

中村君のマジックショーなど芸達者の皆様に感心した次第

です。 古希、 還暦をお迎えになられた５名の皆様にも喜ん

でいただけたことと思います。

今日は、 この５名の方にお約束していました紋付き袴姿の

記念写真をこの後贈呈したいと思います。ＤＶＤも現在作成

中ですが、 出来あがり次第差し上げたいと思います。

さて、 長崎県知事選挙も全国の注目を集めましたが、 予

想以上の大差をつけて自民党支援の候補が圧勝しました。

朝長佐世保市長もホットされたのではないでしょうか？長崎

県民の期待に答えて雇用や経済を立て直し一日も早く元気

な長崎県にしてもらいたいものです。

本日は、 ７日に行われましたＩＭの報告となって

います。 参加された方は宜しくお願い致します。

本日のビジター紹介

幹事報告
幹事／池永 隆司 君

第918回例会　平成22年2月25日(木） /第５回クラブ協議会　ＩＭの報告 p.1

１ . 例会変更

　　佐世保南ロータリークラブ

　　 3 月5日( 金）　休会　定款第 6 条第 1 節により

　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　 3 月23日( 火 )　休会　定款第 6 条第 1 節により

　　 3 月20日( 火） 12：30 ～→4 月1日( 木） 18：30 ～

　　 香門 ( 東彼杵町 )　観桜夜例会のため

２． 来　　信

　 ・ ガバナー事務所より

　　「THE FINAL INCH」 の DVD の送付

　　2008 ～ 2009 年度ロータリー財団年次報告書の送付

　　ＲＩ第 2880 地区パストガバナー関場氏の東北日報ニュース

　 ・ ガバナーエレクト事務所より

　　クラブ会長エレクト研修セミナー及び地区協議会幹事

    部会開催のご案内

　　日時　　3 月20日( 土）　9：00 登録　10：00 開会

　　場所　　佐賀県立九州陶磁器文化会館

　 ・ 長崎県立佐世保養護学校長 美野田　哲夫様より

　　卒業証書授与式のご案内

　　期日　高等部3月1日(月）　小学部・中学部3月15日(月）

　　場所　体育館

　 ・ 財団法人九州盲導犬協会より

　　会報 「ハーネス Ｑshu」 の送付
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本日の合計　　　　　　  35,000 円

本年度の累計　　　　 660,000 円

　 ・ させぼ桜の会より　

　　1） 第 3 回国際親善桜まつり開催のご案内

　　2） ぼんぼり協賛のお願い
　
　　３） 桜の木オーナー募集のチラシ

３． 伝達 ・ 通信

　   ハイチ地震義援金のご協力をお願いします。

　　本日はＩＭの報告となっております。ＩＭに参加された方は

　　宜しくお願い致します。

飛び飛びで、 セットしていただいた二次会をすっぽかしました。 少

し反省してますので、 二次会費の分をニコニコします。

岩政孝君

２月１３日延寿会・前回は休会と長らくご無沙汰しておりました。 ２月

６日、 長男の結婚式には沢山の皆様にご出席頂きまして、 誠にあり

がとうございました。 心より感謝申し上げます。 今後とも親子共々お

付き合い頂きますようお願いもし上げます。

アキバ・ヨーコこと○○です

先日の延寿会ではお世話になりました。 後日ビデオで踊りのチェッ

クをしましたが、 反省点がたくさんありすぎて、 凹でいます。 せめて

3 曲は通して踊れるように姉のヨシコと話しています。 見捨てずに今

後とも宜しくお願いします。

前田眞澄君

皆さん、 こんにちは。 延寿会では私のつたない芸を見て頂きあり

がとうございました。 古賀パスト会長監修のもと､中村君、 瀬戸君

と三名、 夜遅くまでお付き合い頂きありがとうございました。 特に

後田君にうけてたと後でお聞きし、 個人的に呼んで頂ければい

つでもお役に立ちます。

川島千鶴君

中村貴会員のご協力で、 禁煙錠剤出２０日間の禁煙が出来ています。 タ

バコ代が浮き、 ニコニコします。 ダイエットにお金がかかりそうです。

親睦活動委員会一同

２月１３日の延寿会におきましては会員皆様に物心両面で大変お世話に

なりました。 心より感謝申し上げます。 大変お見苦しい所もございました

が、 劇団 「ゆーず」 の旗揚げ公演と言う事で、 暖かく見守って頂ければ

幸いです。 今が旬のキャサリン牛島、 ルーシー川﨑。 落ち目のチャリー

瀬戸、 てなもんや中村そしてドザえもん前田。 関西ショー劇場デビュー

に向けて今でも特訓中でございます。 次回ひとまわり大きくなった劇団

「ゆーず」 をお楽しみに。 特にキャサリン牛島、ルーシー川崎は出張サー

ビスいたします。

ニコニコボックス
親睦活動委員会／野村 和義 君

佐世保南ロータリークラブ　金子　卓也様

先日は大変お世話になりました。 おかげさまで立派な成績を

収めることができました。 ありがとうございました。

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事

皆さん、 こんにちは。 最近暖かい日が続いていますが、 皆

さんいかがお過ごしだったでしょうか。 延寿会におきましては

多数のメンバーご参加ありがとうございました。 特に親睦活動

委員会野村副委員長始め、 古賀パスト会長の司会進行、 牛島

パスト会長のピンクレディー等、 非常に会を盛り上げて頂きお

疲れ様でした。 お祝者の五君も大変満足して頂いたのでは

ないでしょうか。 本日はＩＭの報告です。 皆さん宜しくお願いします。

福田英彦君 ・ 橋口佳周君 ・ 溝上純一郎君

先日の延寿会では、 皆様に祝って頂き有り難うございました。

精神年令は厄入りの年令ですが､年は毎年過ぎる物だと実感

しました。

田端茂君

先日の延寿会は大変お世話になりました。 私は呑み慣れな

い日本酒に酔ったのか、 マタマタ！絶世の 「美女」 軍団に

悪酔いしたのか、 久しぶりに 「酒に飲まれ」 て途中の意識が

【　2 月誕生日会員　】

　昭和 35 年 2 月　1日　野村　和義 君

　昭和 27 年 2 月　3日　牛島　義亮 君

　昭和 32 年 2 月　9日　平岩　義明 君

　　

【　2 月結婚記念日会員　】

　2月　8日　後田　明子・輝行 ご夫妻

　2月 14 日　浅野　訓一・由美 ご夫妻
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クラブ管理委員長 四元清安君第一回クラブ委員会報告では

田雑君、 今回は坂井智照君に頼んでおります。 ２０周年に向

けて会員増強につきましては皆様方に情報お願い致します。

宜しくお願い致します。

清峰高校社会科教師・野球部監督 

　　　吉田 洸二 先生 

「初心に戻ることの大切さと難しさ」

 経 歴

1969年佐世保生まれ

佐世保商高～関甲新学生リーグの山梨学院大野球部に入部

1992年に母校の野球部監督に赴任、平戸高を経て2001年に清峰高校

の前身「北松南高」に社会科の教諭として異動し、現在に至る。

年齢40歳 ・2006年春／長崎勢初の準優勝 ・2009年春／優勝

　高校卒業後は就職するつもりが、指導者として夢を実現しようと思

い、夏の県大会終了後に大学進学を決めたそうです。厳しい指導

や大声や怒鳴り声が響くことはないと言われている吉田監督ですが、

以前は選手の失敗を怒鳴ってばかりいましたが、同じ長崎県の国見

高サッカー部小嶺総監督の元を訪ねたのを機に 『組織はリーダー

の力量以上に伸びない。チームを強化する最大のポイントは指導者

のレベルアップに他ならない！』 と気付き、それからは選手の失敗を

受け入れて長所をいかに伸ばすかという「究極のプラス思考」になり、

「監督と選手の信頼関係」 ということをこの吉田監督が高校野球界に

取り戻してくれたのだと感じて止みません。清峰のブルペンには 「Yes 

I Can」 という看板が掲げてあるそうです。「そう、俺はできる！」 こども

を育てている 「親」 という身にとっては 「こういう子育ての背景が大事

ですね・ ・」 と思います。

 Ｒ Ｉ第 2740 地区　第 4 ・ 5 ・ 6 グループ 2009-’ 10 年度 Ｉ Ｍ 

日時 : 2010 年 2 月7日 ( 日 )

場所 : 江迎文化会館

懇親会 : サンパーク吉井

 

13:00　受付開始
  

14:00　開会案内　　         総合司会（SAA）　    御厨 増尚君

　　　開会点鐘　　          ホストクラブ会長　  山口 俊一君

　　　開会の言葉　          ＩＭ実行委員長　　  松尾 清治君 　    

国歌斉唱 　         ソングリーダー　　  有馬 明彦君

　　　ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

　　　歓迎の言葉　          ホストクラブ会長　　山口 俊一君

　　　来賓紹介　　          第4Ｇガバナー補佐　山本 請彦君

　　　出席クラブ紹介　      第6Ｇガバナー補佐　 桟 猪一郎君

　　　ガバナー挨拶　　      第2740地区ガバナー 高城 昭紀君

　　　ガバナー補佐代表挨拶　第7Ｇガバナー補佐　 西尾 弘毅君

　14:30 第一部

　　　　記念講演「初心に戻ることの大切さと難しさ」

　　　　　　　　　清峰高校 野球部監督　吉田洸二　氏

　15:10 休憩

  

　15:30 第二部

　　　　「ロータリアン諸君! あなたの本音を答えてください」

        ケータイで30の質問　　　

      ※携帯電話を使った全員参加型のアンケート

16:30　第二部終了

　　　 まとめとお礼の言葉   第5Gガバナー補佐   西尾 弘毅君

       総評           第2740地区ガバナー  高城 昭紀君

16:45　閉会の言葉　　　　　 ホストクラブ副会長   前田 治伸君

       開会点鐘　　　　　　ホストクラブ会長　　  山口 俊一君

17;30  懇親会  

Ｉ Ｍ の 報 告

あなたの年齢は？

ロータリー歴は？

会長または幹事経験者ですか？

はい　　77 ／いいえ　　67

はい　　15 ／いいえ　　126

はい　　73 ／いいえ　　144

例会出席を苦痛に感じたことはありますか？

では、 苦痛の理由は？

卓話の時間寝ていることが多いですか？

IM や地区大会への参加について

喜んで参加している

仕事が重なり欠席が多い

参加費が高いので欠席している

義務で参加している

面白くないので欠席している

61

2

52

26

0

３０歳代以下

５０歳代以下

７０歳代以上

3

63

19

3

63

４０歳代以下

６０歳代以下

25

6

33

10

66

仕事への影響

例会が面白くない

苦痛はないのでパス

時間の拘束

会いたくないクラブ会員がいる

３年未満

１０年未満

３０年未満

31

14

18

31

50

10

５年未満

２０年未満

３０年以上

“ケータイゴング結果”
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南部　建君

井上会長　ごちそうさまでした。

吉田監督の講演を聞いて 人を

動かす、 その気にさせるのは 

なかなか大変だなぁ と感じ、

私の仕事に役立てていきたいと

思います。

大久保　厚司君

井上会長　ごちそうさまでした。

IM 会場には同業者が多く、 私

事の仕事を頼まれて IM どころ

で はありませんでした．

吉田監督の怒らず、 焦らずの

言葉はスポーツチームを育てる教育上 では適切だと思いますが、

オリンピックメダルに通用するのかなぁ ・ ・ ・ ? 冬季オリンピックはここ

まで銀 1、 銅 2、 フィギィアで 金は ・ ・ ・ 明日結果がでます。 知者

の育成にも有効でしょうか．． ?

会長エレクト　田雑豪裕君
　

清峰高校野球部　吉田監督の

講演は 「人は初心を忘れずに

実績が先 行しないように心がけ

ることが必要だ」 という事でた。

携帯ゴング 「携帯電話アンケー

ト調査」 の中で，時期を見 RC をやめたいという回答が多かっ

たことが気になりました。 IM (Intercity Meeting)とは都市連合会で，

従来のＩＧ(Intercity  General Forum)都市連合一般討論会も厳

密にはＩＭの中の一会合で あるが、最近広義のＩＭの名称で開

催される。 近隣都市数クラブが 集まって開かれるロータリーの

会合。 討論の主な内容は、４大奉仕 部門をカバーしつつ、ロー

タリーの特徴やプログラムなどを検討す る。 クラブ会員、 全員

参加のこの会合の目的は、 会員相互の親睦と 知識を広めるこ

とであって、 さらに、会員にロータリー情報を伝 え、奉仕の理

想を勉強するために開催される。 決議や決定はない。 ＩＭへ

の出席はメークアップとなります。

クラブの年会費は高いと思う 

　　　はい　　　　　　　88　　　　いいえ 　54

クラブの退会者の原因を知っていますか(複数回答) 　

　　　経済的，金銭的原因　　93　

　　　クラブ内の人間関係が原因　49

　　　本人の価値観が違った　　　50　　仕事が忙しい 65

クラブを退会しようと思ったことがある

 はい　　　　70　　　　いいえ 　　　　　　　62

退会しようと思った原因は 　

　　　　経済的，金銭的原因　　　　　　　　　　　　  15

　　　　クラブ内の人間関係が原因　　　　　　　　   18

　　　　仕事が忙しク，メイクアップができない　　  28

　　　　ロータリーに価値観が見いだせない　　　　 8

　　　　家族友人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2

　　　　会長・幹事になりたくない　　　　　　　　　 　4

　　　　退会しようと思ったたことがないのでパス　　58

しかし，退会せずに会員でいる理由は 

        友人会員から説得された　　　　　　　　　　　15

        仕事上の付き合いで辞められない　　　　　 15

        家族から説得された　　　　　　　　　　　　　　 2

        ロータリーの良さが解った　　　　　　　　　　  20

        惰性で続けている　　　　　　　　　　　　　　  30

        会費が払えるようになった　　　　　　　　　　   1

        退会なんて考えたことがないバス     55

クラブの親睦行事には参加する方ですか 

　　　 はい、参加している                              124

       いいえ，参加していない                  13

クラブの奉仕事業に参加する方だ 

        はい　       111             いいえ                22  

クラブの奉仕事業 ( 活動 ) 内容には不満がある         はい、不満

がある    43　　いいえ、不満はない 91

ロータリー財団への寄付， 米山奨学金への寄付について

　　　はい、寄付したことがある　　　　　　　　　　　　95

　　　いいえ，寄付したことはない                       39

      国際奉仕として重要なので寄付する             54

      渋々寄付する                                          46

      経済的理由で寄付しない                           24

      意義を感じないので寄付しない                   10

他人に対しロータリアンを誇りに思うか 

      はい        61        恥ずかしくて人には言えません  1

      とにかく誇りには思わない 61

会長・幹事をやりたいと思いますか 

     はい         31        いいえ       100

ロータリー入会を友人知人に勧めたことはありますか  

     はい        100       いいえ 30

RCで最も大切に思うことは 

    会員同士の親睦     86         奉仕の精神    18

    奉仕事業活動         4         自己修練   20

RCに入って良かったと思いますか 

    はい         125       いいえ    3

貴方は今後もRCを続けますか 

   はい、続けます                                            78

   いいえ、時期を見て辞めようと思っています        22

   解りません                                            28

このケータイゴングについて 

   面白かった                                                 95

  普通                                                          24

  面白くなかった                                             8

川﨑　洋一君

井上会長　ごちそうさまでした。

吉田監督とは気さくな方で 無償

の愛を持って選手を育てる とい

う講演に感銘し、 お友達になり

たいと思いました。 私どもの格闘技の道場の師が同じ事をお

こなっております。 携帯ゴングは的を得た質問で充実してい

たと思います。
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前田　眞澄君

携帯ゴングをダウンロードする

係に池永幹事が熱心に質問さ

れてお りました。 一部は吉田

監督の話は人に教える教育の

場として面白く、 ポイント をつかんでおりました。 二部の携

帯ゴングは２名程反応の遅い方がおられたようです が、 良い

システムであったと思います。 結果を求めずロータリーを継続

すれば、 それなりの回答がでてくる と感じました。

浅野　訓一君

携帯ゴング参加１４３名で会長

幹事経験者は７６名、 否は 

６７名でロータリー会員である

ことを誇りに思うか．．． Yes   

５９名。 特に感じない ７１名 、 これからもロータリーを継続

するか．．．時期をみて辞めたいと言 う回答でビックリしました。

私はロータリー会員である事を誇りに感じて入会しました

が。 ガバナーの講評でコメンテーターは必要でなかったと

の事には田雑 君とともにビックリしました。

次回例会　  ３月１１日(木)１８：３０～
スポーツ例会　於佐世保ラッキーボール

次次回例会　 ３月１８日(木)１２：３０～

ＳＡＡ/本日の司会：富永　博美 君、音響：南部　建 君

富永　博美君

吉田監督の話のうまさ， 携帯

ゴングは正直な意見だと思い

す。 やはり， 会議は最後まで

聞くべきだと思いました。 また，

北松浦ロータリークラブは２２名

でよくやっていると感じました。
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