
                                        第 1538 回  №7 

                                         例会日: 2018/09/03                      

Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 会員卓話 職業奉仕委員会                次回例会 祝日休会（敬老の日） 

《第 2 回クラブフォーラム》 

会員増強委員会 

                小川 寛 委員長 

   

 
 

みなさんこんにちは、会員増強委員長の小川です。 

本日はパワーポイントとＢＧＭを用いて、入会までの

手続きの流れについてお話したいと思います。 

皆さん、後ほどご意見をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦者は会員歴 3年以上の会員が１名ついていな

ければいけない 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

推薦状は幹事を通じて理事会に通される 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

 

 推薦状                 
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【本  日】 会員数 44 名 出席 25 名  欠      席 6 名 出席規定免除会員（13）  出席 8名 ビジター3名 出 席 率 84.6％ 

【前々回】 会員数 44 名  出席  28 名 メークアップ 3 名  出席規定免除会員（13） 出席 10 名         修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2017～2018 年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 

 



理事会にて、職業分類委員会と、会員選考委員会に入

会可能か審査してもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会希望者のプロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報委員会、推薦者と共に会員候補者へ説明に行く 

入会申込者を提出してもらい、会員に承諾を得る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会により承諾か、不承諾か決定する。 

幹事より、情報委員会、推薦者へ通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７日以内に異議の申し立てがなければ、入会金を納め

ることにより会員となる 

 

◆富田耕司 会員 

 入会候補者に関して会員全員の了承が必要ですが、

入会に反対意見が出ることも多い。会員全体が『融

和』することも大事だと思います。 

 

◆緒方信行 会員 

 厳格な判断でロータリアンとして相応しい人物で

あるか慎重に審査します。35年前に北ＲＣが始ま

った当時は、一業種につき一名だったが、規約も

変わり一名に限られなくなった。女性会員も認め

ていなかったが、素晴らしい女性会員も増えてい

るので、会員増強の為に入年に審査しております。

しかし、一名でも反対者があれば入会出来ない事

になっています。 

 

◆中山 誠 会員 

 ロータリー事業の入会三年未満の方の出席義務が

あるが、守られていないのでよろしくお願いしま

す。 

 入会の際情報委員会の説明で、年会費以外のニコニ

コボックスや、新年会、積立てのお金の説明がされ

ていない状況が多いようです。 

 同一職業分類を会員として推薦する場合は、原則と

して、職業分類保持者の承諾を得るという規約を北

ＲＣでは大切にしていきたい。 

  

◆峯 德秀 会員 

 皆さんからの推薦がなければ始まらないので、積極

的に推薦していただきたい。しかし、必ずしも入会

につながるという事ではないので、ご了承いただき

たい。 

 

◆松田 亜由美 会員 

 2017 年のデータをインターネットで調べてみたと

ころ、世界平均で 20％が女性会員だそうです。日

本平均で 6％、当クラブで茶村さんが入られて 4％

になりましたので、日本平均 6％になる様、あと 1

人を目標に声掛けしていきたいです。 

  

◆蒲池芳明 会員 

 会員数を増やす事が先決だと思います。私が会長

を務める時には、会員数 50 名を目指していきたい

と思います。 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

《会長挨拶》 

 

8 月 26 日の夏の家族会には多くの会員ご家族の参

加をいただき、夏休み 8月最後の日曜日楽しい思い出

作りになりました。松尾委員長はじめ親睦委員会の皆

様ご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

※耳障りな言葉② 

 東京のテレビの女子アナが本番前ストップウォッ

チを片手に原稿の読み合わせを繰り返し行い、時間と

読み間違いのチェックをしている様子を見ました。  

耳障りに感ずることもなく、すんなり聞き流せるのは

こんな隠れた努力の結果なのだと私達も見習う必要

があるのだと感じました。ぶっつけ本番での原稿読み

は誰だって読み間違いはあるのです。 

県立大長崎校がシーボルト大学だった頃の１期生

の入学の謝辞を言うとき「栄えある」のハエアルと読

むべきところをサカエアルと読んでしまったこと。 

NBC のアナウンサーが「風信子」をヒヤシンスと読む

べきところをカゼノブコと読んでしまったこと。 

「二進も三進も」をニッチモサッチモと読むべきとこ

ろをニシンモサンシンモと読んでしまったこと。 

ある大臣が「未曾有」ミゾウと読むべきところをミゾ

ユウと読んだりと、これらは全てぶっつけ本番の結果

です。耳障りに聞こえます。 

私達も人前で話す際は何回も読み直して言い間違

いのないようにしたいものです。 

《幹事報告》 

                松田信哉 幹事 

1. 例会変更  

 

◆北松浦ＲＣ  

9 月 18 日（火）12：30→9 月 16 日（日）9：00～ 

佐々川河川公園周辺 

（社会奉仕委員会による佐々川河川清掃） 

 

◆ハウステンボス佐世保ＲＣ  

9 月 18 日（火）12：30→18：30～  

ニーラカマル（観月例会のため）       

                                              

2．来 信  

 

◆国際ロータリー 

①ザ・ロータリアン 

 ②『2019 年はドイツ：みんなでロータリー国際大

会に行こう』のご案内 

 

◆国際ロータリー日本事務局 

 2018 年 9月 ロータリーレート 1 ドル＝112円  

 

◆ガバナー事務所 

 ①ガバナー月信 9月号 

 ②平成 30 年 7 月西日本豪雨被害への支援について 

 

◆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：〒854-0016 

 長崎県諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 302 号 

ＴＥＬ：0957-46-3096  ＦＡＸ：0957-46-3097 

 E-mail：ri2740chiba@eagle.ocn.ne.jp 

  執務時間：9：00～17：00（月～金曜日 祝日を除く） 

 事務局長：平田利之  事務局：宮田真由美 

※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ＲＣ 

市長表敬訪問時の集合写真 

     

3．伝達事項 

 

 ①9/8（土）14 時より武雄センチュリーホテルにて

職業奉仕セミナーが開催されます。 

 ②9/10（月）2017～2018 年度 最終理事会を 

18:15～例会場にて例会前に開催致します。     

③9/10（月）次回例会は会員卓話 職業奉仕委員会

です。 

 

 

 



《来訪ロータリアン》 

 

◆佐世保ＲＣ 

徳川晃尚君        

 

◆佐世保ＲＣ 

 木下貴夫君 

 

 

◆佐世保東ＲＣ 

緒方大輔君 

 

 

 

《委員会報告》 

 

◆米山奨学・ロータリー財団委員会 富田耕司委員長 

10 月が米山月間、11 月がロータリー財団月間となっ

ており、北クラブでも月間を目途に寄付をお願い致し

ます。税務上の都合でいつでも受付と送金を致します。

米山は 10 万円、財団は 1,000 ドル（9 月のレートは

112 円）です。また、米山は友の会を設けており、現

在会員は 23 名で年間 2万円の積み立てです。この中

から 4名を米山功労者として申請します。今年度は福

田会員、藤井会員、湯口会員、三谷会員を予定してい

ます。一度に 10 万円は、という方はぜひ友の会に入

ってください。担当の友の会会長は近藤会員ですので、

宜しくお願い致します。米山・財団について個別にお

願いを致しておりますが、それ以外の方も私の方まで

ご連絡ください。 

◆親睦活動委員会       松尾重巳 委員長 

先日 8月 26 日（日）に開催しました夏の家族会に 

は 72 名と多くの方にご参加いただきありがとうご 

ざいました。当日は至らぬところもあったと思いま 

すが、皆様のご協力で何とか終わりました。 

ありがとうございました。また、当日のニコニコボ 

ックスの披露において峯会員のお名前を読み上げ 

ておりませんでした。うっかり失念致しておりまし 

た。この場をお借りしてお詫びを申し上げます。 

申し訳ございませんでした。 

 

◆国際奉仕委員会        緒方信行 委員長 

仁川松島ＲＣ・厦門理工学院訪問について 

 

◆創立35周年記念事業    緒方信行 実行委員長  

式典・旅行のアンケートのお願い 

 

◆奉仕プロジェクト青少年委員会 宮原明夫 委員長 

10 月 8 日（月）に開催されるウォーキング＆ゲー 

ムラリー大会にスタッフあるいは一般参加者とし 

て参加していただける方は回答の方を宜しくお願 

いします。また、賞品など協賛していただける方は 

来週 9月 10 日（月）の例会の時までによろしくお 

願いします。 

 

◆第 2740 地区インターアクト委員会  

小川 寛 地区委員 

8 月 25 日諌早Ｌ＆Ｌホテルセンリュウで第 2回地 

区インターアクト委員会が開催されました。 

前期指導者研修会について  

10 月 13～14 日 1泊 2日佐賀県波戸岬少年自然の 

家後期指導者研修会について  

2019 年 1月 26 日 東彼杵会館 

全国インターアクト研究会について 

2019 年 4月 28 日 福岡国際会議場 

 

 

 

《今月の結婚記念祝い》 

 

H19.9.16 渡会祐二・里織夫妻 

 

《今月の誕生祝い》 

 

S14.9.16 福田俊郎君  

S18.9. 2 平石晃一君  

S40.9. 4 松尾重巳君 

S47.9.30 井上隆三君  



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 小西研一 ） 

本日の合計  35,000 円   累計 347,000 円 

 

 
 

 

《財団室ニュース》 

 

映画『ブレス しあわせの呼吸』 

9 月 7 日（金）全国ロードショー 

ポリオ（急性灰白髄炎）の悲惨さと、障害を抱えな

がらも懸命に生きる男性ロビン・カベンディッシュと

彼を支えた人々の実話を描いた映画『ブレス しあわ

せの呼吸』がついに日本で公開されます！ 

この映画のプロデューサーである息子のジョナサ

ン・カベンディッシュさんは、ロータリーと共にポリ

オ撲滅活動への認識向上に努めています。ロンドンで

開かれた欧州プレミアでは「（同作は）最も高くつい

たホームムービー」と冗談まじりに語ったジョナサン

さん。ご自身もまた、この映画の登場人物として描か

れています。 

また、本作で初監督を務めたアンディ・サーキス氏

は、昨年の「世界ポリオデー」にビデオメッセージを

寄せ、「ポリオ撲滅を応援します」と述べています。 

本作を通じて、ポリオへの認識と理解、そして支援

を促し、一日も早くポリオのない世界を実現するため

に、ぜひ一人でも多くの方に映画館に足を運んでいた

だけるよう、みなさまのご協力をいただけますと幸い

です。 

 

 

《ニコニコボックス》   

東田賢二 親睦活動委員 

 

佐世保ＲＣ 徳川晃尚君  

佐世保ロータリークラブの徳川晃尚です。今日はメー

クアップでお世話になります。よろしくお願いいたし

ます。 
 
佐世保ＲＣ 木下貴夫君 

佐世保ロータリーから来ました木下です。初めてのメ

ークアップです。今後もお世話になるかと思いますが、

宜しくお願いします。 
 

佐世保東ＲＣ 緒方大輔君  

本日はお世話になります。又、先日の家族会では家族

が大変お世話になりました。今後も家族共々宜しくお

願い致します。 
 
森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

本日のメークアップゲストの徳川様、木下様、緒方様、

ようこそ北ＲＣの例会にお越し頂き、ありがとうござ

います。日曜日の家族会に参加された会員の皆様あり

がとうございました。松尾委員長をはじめ、親睦活動

委員の皆様、素晴らしい企画ともてなしに感謝申し上

げます。本日は会員増強委員会担当のクラブフォーラ

ムとなっております。 
小川委員長、宜しくお願いします。 
 
福田俊郎君  

先週8月30日からタイ・バンコクへ行ってきました。

バンコクの病院で健康診断のシステムのＰＲをして

「検診オートボーイ」のプレゼンテーションをしてき

ました。 

 
平石晃一君  

誕生を祝っていただいてありがとうございます。 
これからも元気で、健康に生活していきたいと思いま

す。先週の家族会出席できず残念でした。代わりに女

房がお世話になりました。有難うございました。 
 

牧野博一君  

峯さん、先日は大変お世話になりました。小川さん、

本日は委員会フォーラム楽しみにしています。 
 

会員増強委員会 

小川 寛君 田島 慎君 八木順平君  

松田 亜由美君  

本日の会員増強フォーラムは、先日より委員会を天津

包子館で開催して、会長・幹事・中山さん・峯さん・

宮﨑さん・委員会皆で、ネリにネッタ プランです。

アドバイスを受けた宮﨑有恒さん、湯口純二さんには

フォーラムの成功を願って長野県御嶽山に滝に打た

れに行かれています。有難うございます。  
 
福田俊郎君  永田武義君 藤井良介君 緒方信行君 

中山 誠君 古賀新二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

蒲池芳明君 渡会祐二君 村瀨高広君 松尾重巳君 

公門新治君 田中幹人君 船津 学君 東田賢二君 

中川信次君 鐘ヶ江 和重君 二ノ宮 健君 

本日は会員増強委員会のクラブフォーラムです。 
会員増強に向けて頑張りましょう。 


