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【本

日】会員数 43 名

出席

22 名

欠席 7 名

【前々回】会員数 43 名

出席

23 名

メークアップ 6 名

ビジター0 名

《会員卓話》
第 4 回クラブ協議会『地区協議会報告』
村瀬次年度幹事

2019 年 5 月 19 日日曜日 13：30 より諫早市の諫早
文化会館で開催された地区研修・協議会に蒲池会長エ
レクト、次年度、船津会員増強委員長、東田公共イメ
ージ雑誌文献委員会副委員長、牧野奉仕前社会奉仕委
員長、中川奉仕前青少年委員長、近藤 R 財団米山奨学
委員長、村瀬幹事の７名で参加してきました。
研修会は
① 次年度地区方針 千葉憲哉ガバナーエレクト
② 基調講演 2019 年「規定審議会報告
岩永信昭 PDG
③ 各部会の研修
・会長・幹事部会 テーマ「ロータリーにおける
平等対等の理念について」
野口 清 PDG
・クラブ管理運営・会員増強部会
・公共イメージ部会
・社会奉仕部会
・青少年奉仕部会
本日の例会

ガバナー/福田金治

会員卓話

宮﨑有恒会員

TEL 0956-22-7144

FAX 0956-22-1201

Web http://www.sasebonorth.org
出席規定免除会員（14）

出席 10 名

出席規定免除会員（14）

出席 9 名

出

席

率 82.05％

修正出席率 100.00％

・国際奉仕・R 財団部会
④ 全体会議 地区運営、予算について
⑤ 懇親会 ホテルグランドパレス諫早
により構成されていました。最初に次年度方針、2019
年規定審議会報告について私、村瀬から、会長幹事会
を蒲池会長エレクトから、各部会の報告を各委員長か
ら報告いたします。
2019～2020 年度テーマは「ロータリーは世界をつ
なぐ」となっております。マーク・ダニエル・マロニ
ー氏が会長になります。第 2740 地区方針は「チャレ
ンジしよう！（変化、活性化、つながる、つたえる）」
です。諫早北 RC の千葉憲哉氏がガバナーになります。
2019～2020 年間合同イベントは以下の通りです。
１） ポリオ撲滅市民集会と講演会、義援金バザーの
開催（協力長崎大学医学部、PTA 連合会）
２） 青少年フェスタ（国際青少年交換学生、財団奨
学生、米山奨学生、RYLA、学友の合同集会）
３） 全国 RYLA 研究会（主管佐賀 RC）の支援と協力
４） 地区大会 11 月 8 日～10 日
会員増強についてのガバナーエレクトはその思い
を以下の通り述べられました。
「ロータリーは危機に
ある、会員減少は日本ロータリーの危機でもあり、国
際ロータリーの日本の理事数は現在 2 名（１ゾーン
35,000 人に理事１名）、次年度から 1 名となる。Ｒ
Ｉ理事会での発言権が低下している。3 人の理事輩出
には日本の会員数は 105,000 人必要であるが、2019
年２月末の会員数は 89,855 人である。日本の課題は
女性会員、若い会員を増やすことにある。そのために
はローターアクト、財団・米山学友などのロータリー
加入、インターアクト、家族のロータリープロジェク
ト参加、ローターアクトクラブ、衛星クラブなど新設
次回例会

第 5 回クラブ協議会

松田信哉幹事

クラブの在り方を含めて再検討が必要である。
また公
共イメージ部門と連携し、地域にロータリーの存在を
知ってもらう事や奉仕部門との連携を図って、
奨学生
や学友とロータリアンとの交流の場を増やし、
ロータ
リーの意義や魅力を知ってもらうことが会員の維持
と増加に繋がる。
女性会員数は 1990 年には 2 万人以上、2010 年に 20
万人以上となり、ＲＩ理事やロータリー財団管理委員
に女性会員が就任、2018～2019 年度には 25 万人に達
し、国際ロータリーの男女比率は、男性 79％、女性
21％になりましたが、日本での女性比率は 6％、第
2740 地区においては 4.5％に過ぎません。当クラブに
おいては 4.7％ですが、一方で諫早南クラブのように
60％（16 人中 9 名）を誇るクラブもあります。
会員増強を図るためには女性会員の大幅増を目指
す必要があり、現在の 6％から 30％まで引き上げるこ
とを目標にしたい考えです。
会長エレクト

決議 23－34 第 1 条によりロータリーは一つの人生哲
学、「利己と利他の調和」の哲学、ロータリークラブ
とは何か、「国際ロータリー」とは何のために存在す
るのか、奉仕するものは行動しなければならない、ク
ラブは絶対的な自治権を有する、ロータリーの行動規
範、ロータリーにおける平等、対等の理念、などの説
明がされました。
ロータリーの世界は、完全に平等・対等の横型世界
であって、いささかなりとも縦型思考が入ってはなら
ない世界であること、ただ漫然とバッジをつけ、例会
に顔を出しているだけではもったいなく、
「ロータリ
ーの例会は人生の道場である」という米山梅吉の境地
に学び、
「ロータリー哲学」を実践する事は、必ずや、
他人を助け、
やがては巡りめぐって自らの人生を明る
く照らし、いずれは自己の職業を隆々と栄えさせるの
だという信念とロータリーとしての誇りを持ってロ
ータリー人生を楽しんで頂きたいと伝えられ、
心に響
くものを感じました。

蒲池芳明君

「ロータリにおける平等・対等の理念について」
RI 第 2740 地区のパストガバナーである野口清氏より
以下の要旨でお話しがありました。
ロータリー創設の歴史を振り返ると、1896 年のシカ
ゴはすべての人はライバルで孤独と疎外感に加えて、
過酷な自由競争に敗北するかもしれないといった恐
怖感が付きまとっていました。ポール・ハリスも同様
に都会における生活の孤立感を味わっており、1900
年の夏のある日その友人と住人達との親し気な会話
の中で異業種なら争いもなく仲良くできる筈だとい
う一業種一会員の発想が生まれました。
1905 年 2 月 23 日たった 4 人の仲間たちでスタートし、
3 月 23 日に参加した計 9 名によりロータリークラブ
が結成されました。その際、「一業種一会員制」「出
席強制の原則」の 2 つの大原則が決まり、その後、ロ
ータリーの名称・例会卓話の慣行・ロータリーソング
の慣習・ロータリーのエンブレム等が整えられていき
ました。初期ロータリー思考に加え奉仕の概念の導入
により社会対する奉仕理念が目覚めていく契機にな
った 1906 年 12 月のシカゴ・クラブ定款改正がなされ、

次年度会員増強委員会 船津 学委員長
会員の減少については私達佐世保北 RC だけではな
く、他のクラブでも大きな課題となっているようです。
協議会においては、人が集まらないクラブの特徴や会
員が増えない理由という観点から、クラブ管理運営、
会員増強についての説明がありました。また、会員数
42 名のクラブが 1 年後には 113 名になったというク
ラブの紹介があり、その内容は会員一人ひとりが誰か
を紹介すると言った内容でした。さすがにそういう訳
にはいかないかもしれませんが、佐世保北 RC も会員
増強に力を入れる以上はその心構えで臨まなくては
ならないかもしれません。また、会員増強の鍵は「若
手の活躍」であるとおっしゃられていました。これは
自分のクラブに誘いたくなるような環境造りである
と思います。
・クラブの夢を決める
・大きな会員増強目標を立てる
・会員候補者リスト作成
・若手を活かす
・楽しいクラブにする
という 5 つの事がとても大事であるということでし
た。
「ロータリーとは何か。
何千人のロータリアンに聞
けば何千通りの答えが返ってくるだろう。しかしもし、
ロータリーが寛容で、より他の人の良さを認め、より
他の人と親しく交わり、助け合うようにし、そして人
生の美しさと喜びを発散し伝えてくれるなら、
それが
我々が求めるロータリーのすべてである。それ以上ロ
ータリーに何を求めることがあろうか」というポー
ル・ハリスの自問自答の言葉をもって報告を終わらせ
て頂きます。

社会奉仕委員会

牧野博一 会員

5 月 19 日、地区研修・協議会に出席致しました。
次年度社会奉仕委員会の研修報告を致します。RI が
2019 年 7 月 1 日より社会奉仕委員会の中に国際青
少年委員会、
職業奉仕委員会をまとめる事を推奨して
います。2740 地区では職業奉仕委員会を基本理念委
員会として別個に立ち上げることになる様です。国際
的に大きな変化が起きており益々社会奉仕委員会の
対応が重要性を持ってまいります。
活動方針としては
市民にロータリーを理解してもらうことを前提とし
て、
1、ロータリーデーの推進
2、地区補助金を活用した社会奉仕事業の拡大
を図っていくことが掲げられています。
次年度奉仕プロジェクト青少年委員会
中川信次 委員長
青少年奉仕部会は、次年度ローターアクト委員長、
次年度インターアクト委員長、次年度国際青少年交
換委員長、次年度 RYLA 委員長からそれぞれ、次年
度の活動計画に関する方針、考えについて説明があ
り、出席メンバーとの意見交換が実施されました。
まず、次年度ローターアクト委員会の高松委員長
(鹿島 RC 所属)からは、鹿島ローターアクトクラブの
会員を対象に、実際にアンケートを取った結果につい
て報告がありました。例会に積極的に参加しない（出
来ない）理由のアンケートでは、①人前で喋れない(人
前に出られない)、②仕事が忙しくて参加できないと
いう、大きな二つの理由が挙げられました。人前で喋
れない（人前に出られない）については、本人と対話
をすることで解決が可能だが、仕事が忙しくて参加出
来ないという理由には対処が難しく、対応を検討して
いかなければならないとのことでした。
また、ローターアクトの活性化のために、外国人ア
クターの勧誘も一つの手法ではないかという報告が
ありました。鹿島 RAC では、実際に外国人に入会して
もらい、言葉のハンディキャップがあったものの、例
会で喋ってもらった所、
大いに盛り上がることができ
たとのこと。外国人アクターの勧誘は、これから外国
人労働者が各地域においても増えていくことになる

ので、参考になるのではないかと思います。
インターアクト委員会、RYLA 委員会からは、ホス
ト校の校長先生、顧問の先生方との繋がりを、ホスト
クラブがしっかり継続して欲しいとの依頼がありま
した。少子化による生徒の減少等により、参加者は減
少していくことになり、
活動が縮小化していく傾向に
なることは否めない。事業継承をしっかり行っていく
ためにも、学校側の理解は必要不可欠であり、特に学
校長、顧問の先生の異動時にはしっかりしたフォロー
が必要との報告がありました。
国際青少年交換委員会からは、ロータリーの積極的
な宣伝（広報）活動が必要との提案がありました。例
えば、大きな看板の設置や地域の主要な場所での広告
掲示等、ロータリーの存在を知ってもらう様々な取組
みを行う必要があり、ウェブサイトや Twitter 等を上
手に活用して、ロータリーに関する情報へのアクセス
を容易にする等の取組みも必要であると提案があり
ました。
共通していえる事は、将来ロータリアンとなる可能
性があるメンバーが所属する組織の活性化が必要で
あるということ。
佐世保北ロータリークラブがホストを務める佐世
保高専のインターアクトクラブについては、引き続き
学校長、顧問の先生、クラブ会員のメンバーとしっか
り連携しならが活動を行って行きたいと思いますの
で、引き続き会員の皆さまのご協力をお願いします。
次年度財団委員会

近藤竜一 委員長

進行：次年度 2740 地区財団委員長 岡村康司様
（長崎南 RC）
カウンセラー：次年度ガバナー千葉憲哉様
（諫早北 RC）
① ロータリー財団は創立 100 年を超えている組織で
あり、その 100 年の歴史をスライドで見ながら説
明を受け、理解を深めた。
② ロータリー財団を構成するのは、国際ロータリー
RI 単独であり、財団は株式会社でいえば RI の
100％子会社の位置づけである。
③ 国際ロータリーと財団の財務内容。
④ 2740 地区の財団委員会は、ロータリー財団の役割

6 つの重点分野(平和と戦争の予防、疾病の予防と
治療、母子の健康、水と衛生設備の基礎知識、識
字率向上、経済開発と地域開発)に沿って活動し
ていく。
⑤ 地区補助金等の有効活用するために、財団と補助
金への理解を深める。セミナー2 回実施予定
その他：地区財団委員長に対し、11 月財団月間に卓
話を要請した。

《会長挨拶》
森 豊 会長
《潟手》
私の文字の書き方は最後までしっかりと書かず、
最後ははねたり、ミミズが這った様な書き癖にな
って大変読みにくい文字になってしまいます。50
代 60 代になるとこのような書き方の人も多いそう
です。オレンジ社はマニフェストや伝票類にサイ
ンをしてもらいますが、何て書いてあるのか判ら
ない。「潟手」もそうでした。珍名さんだったの
でなお更でした。社員から社長これって何て書い
てあるのですか？書いた本人もわからない。悪筆
極まれりです。お互い注意したいものです。

務局へよろしくお願い致します。
②次年度委員会活動計画書の提出締切は 5/23（木）
となっていますのでお願い致します。
③5/20（月）本日 16：20 より佐世保高専にてイン
ターアクトクラブ例会が開催されます。ご出席さ
れる方はよろしくお願い致します。
（メークアッ
プの対象になります）
④5/26（日）市内 8RC 親睦ゴルフ大会が佐世保国崔
カントリークラブにて開催枯れます。ご参加の方
は宜しくお願い致します。
⑤先週お知らせいたしましたように次年度の準備
といたしまして会員名簿、職業分類、メールアド
レスについて確認のお願いです。変更がある方 5
月 20 日（月）
までに事務局までお知らせ下さい。
⑥5/27（月）次回例会は 会員卓話 宮﨑有恒会
員です。例会場の都合により会場が「ヴィオラ
の間」に 変更になりますのでよろしくお願い
致します。
《委員会報告》
ロータリー情報委員会
渡会祐二 委員長
6 月 1 日の家庭集会にご参加の方へ、入場チケットを
お渡しいたします。当日はお忘れのないようお願い致
します。当日は JR での移動を予定しています。集合
時間を改めてファックスいたします。

《幹事報告》
松田信哉

幹事

1. 例会変更
◆北松浦 RC
6 月 25 日（木） 休会（定款第 8 条第 1 節による）
2. 来 信
◆国際ロータリー日本事務局
配信履歴(～2019 年 4 月末)と、規定審議会後のよ
くあるご質問

◆ロータリーの友事務所
ロータリー手帳 （注文された方）
◆長崎西 RC
2019～2020 年度 第 2740 地区 インターアクト年
次大会のご案内
日時：2019 年 8 月 3 日（土）10 時開会
会場：長崎ブリックホール
長崎茂里町 2-38 tel 095-842-2002

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 小川一貴 委員長
社会奉仕委員会の農業支援活動、幼稚園の子供たちに
松浦市特産のマーコットを収穫していただき、
森きら
らに贈呈する活動の件で報告いたします。今週 5 月の
22 日水曜日に古賀会員の吉井こども園に 10 時半まで
に集合下さい。森会長より生産者岡本清さん 93 歳に
支援金の贈呈式を行います。その後、子供たちと収穫
のお手伝いをよろしくお願いします。森きららへの贈
呈は各幼稚園に日を改めていただく予定です。
会員の
みなさんのご協力をよろしくお願いします。11 時半
には終わる予定です。
インターアクト委員会
宮﨑有恒 委員長
本日の佐世保高専インターアクトクラブ例会にて、ク
ラブ会員中川信次九電所長による講話「職業を通して
青少年に伝えたいこと」があります。

《ニコニコボックス》
鐘ケ江和重

◆ハウステンボス佐世保 RC
岡田ガバナー補佐プロフィール
3.伝達事項
①今年度の委員会活動報告書提出がまだの方は事

親睦活動委員

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
先週の金曜日に、松永祐司君の社長就任を祝う会に参
加された方、お疲れさまでした。松永祐司君の今後の
ご活躍に期待いたします。

本日は、村瀬次年度幹事によるクラブ協議会です。昨
日の地区研修・協議会で受けた研修の内容の報告を宜
しくお願いします。
豊島揆一君
久しぶりに出席致しました。体調良いときには出るよ
うにしたいと思っています。
古賀新二 君
35 周年はおねしょするので、おとなしくお留守番し
ていました。ご褒美の土産ありがとうございます。
牧野博一 君
昨日の地区協議会はお疲れ様でした。近藤ノミニー、
蒲池エレクト大変お世話になりました。
村瀬高広 君
今日は第 4 回クラブ協議会です。昨日開催された地区
研修・協議会の報告です。よろしくお願いします。
ご参加の皆様、お疲れ様でした。
蒲池会長エレクト、ごちそう様でした。
森会長、会長賞ありがとうございました。
妻がとても喜んでいました。
松永祐司 君
皆様おつかれさまです。
先日は私の社長就任のお祝い
に多数ご参加いただきありがとうございました。皆さ
んのお祝いや激励の言葉に、あらためて身の引き締ま
る思いです。仕事にロータリーに頑張ります。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうござい
ました。
小川 寛 君
今日から 5 月末迄、西アフリカセネガル共和国の日本
語を学んでいる 20 歳の大学生をインターンシップで
受け入れています。
クラブの皆様、市民の皆様には大変お世話になります。
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 藤井良介君
宮﨑有恒君 湯口純二君 宮原明夫君 峯 徳秀君
蒲池芳明君 渡会祐二君 近藤竜一君 松尾重巳君
田中幹人君 小西研一君 中川信次君 井上隆三君
茶村亜子君 鐘ヶ江和重君
先週金曜日、
松永祐司君の社長就任祝いに参加された
皆さまお疲れ様でした。
今後のご活躍に期待いたします。
第 4 回クラブ協議会地区研修・協議会の村瀬次年度幹
事の研修内容宜しくお願い致します。

創立 35 周年記念式典・懇親会

本日の合計 34,000 円
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

累計 1,293,000 円
（記事担当

小西研一）

