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１． 例会変更

ありません。

２． 来　　信

■財団法人ロータリー米山記念奨学会より

　『ハイライトよねやま１２５号』の送付

■ガバナー事務所より

　出席率の計算式の送付

■第５グループガバナー補佐 ・福田金治様／

　　第６グループガバナー補佐 ・志久雄三様

　第２７４０地区第 5・6 グループロータリークラブ　

　会員研修会開催バス運行のご案内

　日　時：7月 22日 (木 )

　勉強会：16：00～ 18：00／懇親会：18：00～

　場所：九十九島観光ホテル

３． 伝達 ・通知

次回例会の卓話に海老原様をお迎えしますので、是非

多数の皆様の例会出席をお願いします。

佐世保ロータリークラブ　　　　才木　邦夫様

　皆さんこんにちは。参議院選挙

は自民党の圧勝で幕を閉じました

が、皆さんの思いはどうでしたで

しょうか。

　さて、７月１１日クラブ奉仕

統括部門研修セミナーが、武雄

センチュリーホテルで開催され、

クラブ奉仕委員長の橋口君と２人で、行ってまいりました。

すると受付に、会員増強の委員で地区に出向されている井上

直前会長が、忙しそうに隣の方と雑談をされていました。

セミナーの内容につきましては、本日のクラブフォーラムで

クラブ奉仕委員長の橋口君が詳しく発表されると思いますが、

１つだけご紹介をさせて頂きます。

　会員増強の討議の後、第１～第１０クラブ担当ガバナー補佐

の方々が順次発表され、我々第６グループ担当の志久ガバ

ナー補佐も発表をされました。他のところは、新しい会員の

人脈を利用したり、理事・役員の方々に 1 人ずつでも推薦を

戴くなど様々な意見がありましたが、一番多くて私が興味深

いと思った意見は、女性会員の増強が多くあったようです。

また、先ほどの志久ガバナー補佐の発表ですが、一言“死

なないようにしよう”と仰いました。端的で率直な素晴らしい

発表をされましたので、びっくり致しました。我々第６グ

ループで討議した内容は、一般的な全会員に１人推薦をも

らう。核となる人のリストを上げ職業分類などをして、候

補者を挙げ拡大を図るという、普通の意見でしたので、志久ガ

バナー補佐の一言に感動すら覚えました。また、会員増強

と退会防止はワンセットのようです。退会が減った大きな

原因で、興味深かったものは、年長の方々が大人しくなっ

た影響というクラブもありました。３年未満の新入会員に

期待するあまりに気合を入れすぎ、６人退会させたクラブ

もあるそうです。

　女性会員に目を向けてみますと、女性は“職場の花”と

する考え方から、女性も立派な“働き手”である、という

自覚と評価が、女性の地位そのものを高める事になったと

思います。我が国で「婦人参政権」が行使されたのが昭和

P1.

本日の出席率80％・会員数40名・出席32名・欠席8名・ビジター1名／前々回の修正出席率97.5％・出席33名・メークアップ6名・出席指定除外0名

２１年だそうです。女性の地位がまさに高まってこそ、

良い社会が出来るようですので、我がクラブの川島さん、

後田さんも、今期予定されている２０周年事業でご活躍を

され、次年度の理事・役員の足がかりにして頂きたいと思っ

ております。

クラブ奉仕統括＆会員増強地区委員会からの報告／井上 亮君

　ロータリーの手続要覧に変更が沢山出ました。解釈が難しい

ので、地区での見解を出すことになりました。詳細は次号のガ

バナー月信に掲載されますので、ご一読願います。分からない

事があれば、ご相談下さい。分からないなりに、相談に乗ります。
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本日の合計　　　　    8,000 円

本年度の累計　　　130,000 円

２０周年記念実行委員会委員長／長富 寿人君

先日開催された実行委員会の会議で協議された事項をご報告い

たします。

1.コンサート観客の動員について

2.懇親慰安旅行について

3.プログラム掲載広告料金について

の協議を行いました。次週７月２２日の例会において、若干

お時間を頂き皆様のご意見を参考にしたいと考えております

ので、宜しくお願いします。

クラブ奉仕委員長／橋口 佳周君

　７月１１日に開催されたクラブ奉仕部門研修セミナーへ、

田雑会長と行って参りました。先ほど田雑会長が殆どお話し

されたので、補足を交えながら残りをお話しします。５月の

地区協議会においても、クラブ奉仕部門の部会がありましたが、

今回のセミナー内容も会員増強のお話でした。

田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事

三洋電機から家庭にあるお米でパンが作れる新商品を出し

ましたが、そのネーミン グが「GOPAN ／ゴパン」。テレビ

長崎に同じ名前の番組があるのですが、担当ディレクターは

三洋電機にクレーム付けるのでしょうか、気になって夜も眠れ

ません。本日の卓話は、当クラブの重鎮・橋口 佳周クラブ

奉仕委員長のお話です。よろしくお願いします。

クラブ奉仕委員長／橋口 佳周君

本日は、クラブ奉仕委員会担当のクラブフォーラムです。

アンケート等も用意しておりますので、皆様のご協力を

よろしくお願いします。

川崎 洋一君

中央会デビューが来週に迫りましたが、ドライバーセット、

手袋、シューズが未だに揃いません。当日、皆様にご迷惑

をかけないよう・・・以下初心者心得ですので割愛いたします。

川島 千鶴君

先週より、自分のステップ＋母の会社の西九州測量設計に

修行しに行ってます。まだまだ会社の仕組みを勉強していて、

異国の旅人状態ですが、二足のわらじで少しずつ頑張りたい

と思っています。ニコニコします。

次回例会　　７月２２日 （木）　１２：３０〜

次々回例会　７月２９日 （木）　１２：３０〜

SAA ：本田 実君／音響：坂井 智照君

　

　セミナーでは、会員増強のためのネットワーク創りを

提案しています。

しかし、

1. ネットワークがもたらす成果について周知徹底が、どこまで

　 出来るか　

2. ロータリアンへの会員増強の重要性を自覚してもらえるか

3.集約された会員推薦書のフォーローアップ

等の課題が散見されます。

　会員増強も大事ですが、退会防止にも力を入れたいとこ

ろです。入会３年未満の退会者が多いのは、ロータリーに

対する失望感があるのではないか、と言うことです。クラブ

内で孤立している様子なら、在籍ロータリアンのきめ細かい

フォローアップが必要ではないかと考えられます。会員数

の減少を抑制するためにも、クラブ運営とプログラムの推

進・活性化は必要と考えられます。何よりも志を同じくする

「友」が減っていくのは、憂うべきことです。

　

　東西冷戦の真っ只中にアメリカ合衆国第３５代大統領に

就任した J・F・ケネディは、「祖国があなたに何をしてく

れるかを尋ねてはなりません、あなたが祖国のために何を

できるか考えて欲しい」と演説しました。クラブのために

何が出来るのかを一人ひとりが考えて、志のある「友」を

仲間に加えたいものです。

　ご静聴ありがとうございました。

ロータリアン総数

クラブ数

2003 年 6 月 30 日現在 2010 年 1 月 31 日現在

1,227,545 人 1,210,555 人

31,561 クラブ 33,586 クラブ

増減

-16,990 人

+2,025 クラブ

2003 年 6 月 30 日現在 2010 年 1 月 31 日現在 増減

日本のロータリアン総数

クラブ数

106,944 人 ( 女性 2,902 人 ) 92,280 人

2,332 クラブ 2,302 クラブ

-14,664 人

-30 クラブ

2740 地区のロータリアン総数

クラブ数

2003 年 6 月 30 日現在 2010 年 1 月 31 日現在

2,699 人 ( 女性 62 人 ) 2,254 人 ( 女性 69 人 )

58 クラブ 57 クラブ

増減

-445 人

-1 クラブ

　日本では２０００年から昨年まで、

景気後退の影響もあり、会員数の減少

が続きました。本年６月、まだ集計分

ではありますが、新しい会員が少し

増えて会員減少に歯止めが掛かった

ように見受けられます。また、全国的

に女性会員数も増えていまして、各地

域で期待されているようです。 世界全体で 1,210,555 人の

ロータリアンのうち、１５％を女性会員が占めていまして、

その数は約１８万人になります。

担当：岩政　孝君

佐世保南ロータリークラブ　　　　川添 忠彦様、 池田 敏章様

田雑会長の会長就任を祝いまして、ニコニコします。１年間

沈没しないようにがんばって下さい。
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