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本日の出席率８４.０９％：会員数４７名・出席２９名・欠席１０名・出席規定免除会員６名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.７２％：出席３４名・メークアップ３名・出席規定免除会員６名

　皆様　こんにちは。 梅雨が明け

た途端に猛暑が続いています。

今日、 佐世保は３５度を超えるそう

です。 熱中症には気を付けて、

水分補給をしっかりとしていただき

たいと思います。 来週の納涼家

族会の為に皆様に急な商品提供

のお願いをして申し訳ありません

でしたが、 宜しくお願いします。

　昨日、 新聞を見ていましたら、 日本人の平均寿命が過去最高

を更新したそうです。 女性が８７ .３２歳、 男性が８１ .２５歳です。

これでも世界一ではないそうです。 女性、 男性共に一位は香

港だそうです。 ただ、 健康寿命は女性７４歳、 男性７２歳だそう

です。 医学の進歩で寿命は延びていますが、 健康寿命を延ば

せればと思います。

　先週の土曜日、 ハウステンボスカントリークラブで開催された中

央会、 雨で中止になりそうでしたが１時間遅れで何とかスタート

する事が出来ました。 山瀧会長、 牛島顧問、 岡幹事には朝早

くから準備をしていただき、 ありがとうございました。 船番所での

打ち上げも大変満足でした。 スコアは相変わらず悪かったです

が、 練習をしていないのでしょうがないです。 翌日は東彼杵行

われた会員拡大セミナーに吉野会員と行って来ました。 地区出

向の馬場会員におかれましては、 朝早くから準備と打ち合わせ

委員会と大変お疲れ様でした。

１．例会休会
　・佐世保南ロータリークラブ　８月１４日 （水）

　・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　８月１３日 （火）
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佐世保南ロータリークラブ　塚原 康人 様

親睦例会活動委員会　馬渡圭一委員長
　いよいよ来週の金曜日に納涼家族例会が開催されます。 協

賛の件など非常にご迷惑をお掛けしておりますが、 南部年度

の思い出として皆様の脳裏に焼き付くような会にしたいと委員み

んなが奔走しておりますので、 ご協力の程よろしくお願いしま

す。

　尚、 当日はエスコートパスをお持ちの皆様の協力を頂きます。

また、 全員がバスで一緒にベースへ入場します。 後程お送り

するバスの乗車時間には絶対に遅れないようにお願いいたしま

す。 また、 中学生以上の参加者は身分証明書の携帯がなけ

ればベースへの入場が出来ませんのでこちらも必ずご携帯くだ

さいますようお願い致します。

中央会　岡 光正幹事
　本年度第１回中央会が、 スタート前の豪雨と猛暑の中、 何と

か終わりました。 皆様のご協力に感謝致します。 第２回中央会

は９月２３日 （祝） に石盛ゴルフ場で行います。

２．来　　信
■ガバナー事務所

・2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　①2021－2022 年度 国際ロータリー会長に

　　　インドのシェカール・メータ氏が選出される

・My Rotary アカント登録率一覧表

佐世保南ＲＣ 塚原 康人様
久しぶりにメイクアップでお世話になります。 南部会長、 前

田副会長、田中幹事の一年間のご活躍を祈念申し上げます。

追伸：SAA 野村委員長も頑張って下さい。 吉野さん、 所用

にて卓話を拝聴することが出来ませんが頑張って下さい。

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日は、 佐世保南 RC 塚原 康人様、 のご来訪誠にありがと

うございます。 さて本日の例会は第２回クラブ協議会となりま

す。 会員増強委員会の担当となっています。 佐世保中央
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　８月は、 「会員増強 ・ 新クラブ結成推進月間」 です。

　先日、 ７月２８日、 ２７４０地区の会員増強セミナーが行われま

した。 それをもとにお話させていただきます。

①現状について ： まず、ＲＩでも会員増強はロータリーの最大の

課題であるとされています。 退会について、 クラブにとって不可

抗力である事象以外では、３年未満会員の退会が多いそうです。

例えば、 考えた内容とは違っただとか、 会社の第一線で働いて

　■第２回クラブ協議会■

ＳＡＡ： 岡田 文俊君

次回例会／８月９日１８ ： ３０～

RC に新しい仲間をぜひとも増やしていただきたいと思いま

す。 皆様方におかれましては新しい仲間の情報等、 ご協力

をどうぞよろしくお願いします。

岡田 文俊君
９月８日、 日曜日、 馬渡圭一君が中部地区自治協議会の研

修会で 「実りある老後に向かって必要な基礎知識について」

を講義してもらうことになりました。 相続などで悩まれている方

はご参加ください。 場所は中部地区公民館です。

SAA 野村 和義君
NBC 長崎放送局佐世保支社長、 塚原様のご来訪を心より

歓迎申し上げます。 追伸：SAA５名本日全員出席であります。

八重野 一洋君
吉野 英樹君の闇営業のおかげで私が所属する 「佐世保ベ

ンチャーズ」 はシーサイドフェスティバルのステージイベント

に出演することが決まりました。 高額なギャラを提示されまし

たが協賛金をその倍額を持って行かれました。 吉野興業さ

んへ感謝します。

岡 光正君
本年度、 第１回中央会がスタート前の豪雨と猛暑の中、 何と

か終わりました。 皆様のご協力に感謝いたします。

芥川 圭一郎君
先週７月２５日に２０１８年ー１９年度の最終理事会を行いまし

た。 役員・ 理事の皆様ありがとうございました。

追伸： 海星も優勝しました！

宮﨑 正典君
先日の中央会では回ったメンバーにめぐまれて優勝させて頂

きました。

吉野 英樹君
佐世保南 RC 塚原様のご来訪を心より歓迎申し上げます。

いよいよ明後日からシーフェスです。 皆さん是非遊びに来て

ください。 本日の卓話は馬場さんにおんぶに抱っこで頑張り

ます。 という気持ちを込めてニコニコします。

川上 仁哉君
初めてのニコニコを担当します。 この緊張感を忘れずにこれ

からも頑張っていきたいと思います。

本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　  439,000 円

  会員増強委員会　
　吉野 英樹 君

いるのにとか、 時間が作れないなどの意見があるそうでが、 実

際は不参加の言い訳としての理由づけなのか感じます。 例会参

加のメリットとまでは行かなくとも魅力づくりがクラブとしての課題

だと思います。 次回、 無理してでも参加したいなと思える内容

や雰囲気が必要なのかと思います。 地区委員長も 「候補者の

入会は完結ではない」 円熟したロータリアンになってもらう為に

円熟したロータリアンからの優しいアドバイス、 クラブ事業への勧

誘、 オブザーバー参加などを通してクラブの楽しさを知ってもら

うことが会員増強であるとおっしゃっていました。 また、 人が集ま

らないクラブの特徴として、 なんとなく増強している。 新会員にク

ラブやロータリーのことを教えない、 新会員の肩身が狭い。ＨＰ

やリーフレットを作っていない。 毎年同じ活動しかしていないな

どの意見があったそうですので付け加えておきます。

②成功例について ： 女性会員の獲得によって会員数を何倍にも

増やしたクラブがあるとのことでした。 女性会員の割合は全国で

4.4％、 ２７４０地区では 3.3％とかなり低いので力を入れてみて

は、 という内容でした。 ちなみに女性社長の割合は 7.8％だそう

です。 また政府も 2020 年までに女性役員の数を 10％に増やす

指針を打ち出しています。 そのほかに、ＲＩでも１カテゴリー１割 ・

一業種一人を改正して、 ５０名以下のクラブは 5 名、 50 名以上

のクラブは 10％以内までと改正し、 職業人以外にも門戸を開き、

例会の回数も月２回以上とし、 当地区では採用していませんが

メークアップを一年以内可能 ・ 入会金廃止とどんどん変化してい

ます。 それだけ会員増強は深刻な課題だということでしょう。

③そして最後に、 これから何をなすべきかについて：「ロータリー

とは何か？」と問われて簡潔明瞭な答えは難しいですね。しかし、

勧誘して、 ロータリーって何ですか？とは必ず聞かれます。 ロー

タリーを簡単にものすごくざっくり説明すると、 ロータリーの根本

は「親睦と奉仕」。「親睦」はわかりやすく、みんなで仲よくなって、

より信頼できる人間関係や取引関係をつくりあげること。 難しい

のは 「奉仕」 について。 なぜ 「奉仕」 が必要かについては、

内輪で仕事回して利益上げてというだけでは、 他の団体と変わ

らない。 ロータリーとしての何か基軸となるものがほしい。 参加

意欲にもつながるという想いから生まれたそうです。 しかしそれ

が度を超すと奉仕がメインとなり疲弊していくクラブも出てきたの

で、 「親睦と奉仕」 両者のバランスが大事だというＲＩの考えで推

移してきています。 それでわかりにくくなっているのでしょう。 奉

仕とは奉仕哲学として 「超我の奉仕」 や、 シェルドンの職業奉

仕の理念 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」、他にも 「利

己と利他の奉仕」 など歴史に即して補足されています。 詳しく

はマイロータリーにありますので興味のある方は調べてみてくださ

い。 総じて 「奉仕の理念」 とは 「人に対する思いやりを持って、

人のお役に立つこと」 だと覚えておくといいのではないかと思い

ます。 それをもとに、 ロータリーとは奉仕の理念を実践する場で

あること、 目的は奉仕の理念を守り続けること、 活動はすべて奉

仕の理念に基づいて行われる。 活動資金はロータリー財団や米

山奨学金があるなど基本的にはそれで説明できると思います。

　中央 RC クラブに入ってよかったと思えるのは、 将来にわたっ

て多くの信頼できる仲間ができて、 いろんな活動ができることで

すので、 今年一年より一層の活動を頑張っていきますのでよろ

しくお願いします。
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