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                                         例会日: 2020.08.03 

Weekly Report 
ロータリーへ感謝 

本日の例会 第 1回クラブ協議会                       次回例会 ガバナー公式訪問 

《第 1 回クラブフォーラム》 
会員増強委員会から見た 

佐世保北ロータリークラブの現状と今後       

船津 学 会員増強副委員長  

 

佐世保北ロータリークラブの 

今後の会員増強活動について 

私自身が昨年１年間、会員増強活動をやり感じたこと 

 

蒲池パスト会長からの要望 

最重要項目 

『10 名増による会員 50 名体制』 

・会員が減少すると・・・ 

・予算の減少 

・事業の縮小 

・マンパワー不足 

・クラブの活気、マンネリ化 

・次世代へのバトンタッチ 

・その他 

会員増強にご協力お願いいたします！ 

以上が昨年のクラブフォーラム・・・ 

 

 

今後も、これからもこの方向で進めていいのか？ 

佐世保北ロータリークラブの 

今後の会員増強活動について 

 

・今後の会員増強活動について、会員数を維持するべ 
きか、こだわらないべきか 
 

女性代表：茶 村 会員 40 代代表：渡会 会員 

50 代代表：鐘ヶ江 会員 70 代代表：藤井 会員 

 《維持していく》 

 

茶 村：苦しい今だからこそ FACE TO FACE で会っ 

    て貴重な機会に。 

鐘ケ江：違う業種の人と会える貴重な機会。きつ 
い今だからこそ悩みを共有したりするこ

との意味がある。 
渡 会：維持していかないと、当クラブ独自の事 

    業が維持できない。後に残せない 

藤 井：50 名の人数が適当だと思う。コロナで難 

しいところもあるが、地道な声掛けが必要 

 

《こだわらない》 

 

鐘ケ江：人数が少ないと会員の負担が大きくなる 
茶 村：少数精鋭の中でどのように対応するか考 

える機会 
渡 会：団体の存在意義に関わる話題であるが、 

身の丈に合わせることが必要となってく 
る。 

藤 井：少なくなってきたときに考えればいい。 
クラブ事業を維持するためにも会員増強 
が必要。 
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【本  日】  会員数  41 名    出席  23 名    欠     席   7 名     出席規定免除会員（11）   出席 4 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】  会員数  --名    出席   --名   メークアップ  -名     出席規定免除会員（--）   出席 -名    修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



《会長挨拶》          近藤竜一 会長 

何よりも、コロナの感染が長崎でも広がって来てお

ります。 

今月は、特別例会ということになっておりますので、

皆さん、無理をなされずにご判断されてご出席下さい。 

今日は、二ノ宮会員増強委員長は、大事な所用の為

欠席されておりますが、船津 会員増強副委員長によ

ります卓話です。 

船津会員は、前年度は会員増強委員長として、今年

は副委員長として、数年前から会員増強に深く関わっ

て頂いております。昨年の卓話では、会員増強を行う

意義を話されました。日頃、我々が、何となく考えて

いる事項を見事に体系的にまとめて文章化をして頂

き、分かりやすく話をして頂いた記憶があります。今

日はパネラー形式ということで、楽しみにしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

 

《幹事報告》           松尾重巳 幹事 

１．例会変更 

・松浦ＲＣ 

8 月 5 日（水）12：30～ 

松浦児童遊園（除草奉仕作業のため） 

 

・北松浦ＲＣ 

  8 月 4 日（火）12：30→8 月 1 日（土）18：30～ 

サンパーク吉井（夏季会員懇親会のため）    

8 月 11 日（火）休会（定款第 7 条第 1 節） 

 

・佐世保ＲＣ 

  8 月 12 日（水）12：30～ 

休会（定款第 8 条第 1節） 

 

・佐世保西ＲＣ 

 8 月 4 日（火）12：30→18：30～ 

セントラルホテル佐世保「西海の間」                      

（納涼会のため） 

 

・佐世保東南ＲＣ 

8 月 12 日（水）12：30～ 

休会（定款第 7 条第 1節 

8 月 19 日（水）12：30→19：00～ 

アヴァンティ（納涼例会のため） 

 

２. 来 信  

・国際ロータリー 

 ①ザ・ロータリアン 8 月号 

 ②8 月 ロータリーレート 1$＝105 円 

 

・ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 8 月号 

・ガバナー事務所 

 ①事務所休業のお知らせ 

  8 月 13 日（木）～8月 16 日（日）  

 ②ガバナー月信 8 月号 

     

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

佐世保音楽隊ファミリーコンサートのご案内 

日 時：9月 12 日（土）午後 1 時～午後 2 時 

開 場：午後 12 時 30 分 

場 所：アルカスＳＡＳＥＢＯ 大ホール 

 

３．伝達事項 

①現況活動計画書・報告書は 8 月 17 日までに皆さ 

まのセルフＢＯＸへお入れいたします。 

②次回例会は 8/17（月）第 1 回クラブ協議会 

 緒方信行ガバナー補佐訪問です。 

各委員長は活動計画の発表があります。 

欠席の場合は必ず副委員長又は代理の方をお願 

いします。また入会 3 年未満の会員の方は出席義 

務となっておりますので必ず出席をお願いしま 

す。 
 

 

《委員会報告》 

村瀨高広 ロータリー情報・公共イメージ委員長 

8 月は『会員増強・新クラブ結成推進月間』です。Ｐ

7、私がロータリーを続ける理由、そしてその魅力の

記事は読んで下さい。Ｐ10、「人徳者になる為の道場

と気づいた日」は参考になりました。Ｐ18、2020 年

バーチャル国際大会についての掲載があります。 

 

ＳＡＡ・親睦活動委員会合同委員会 

公門新治 親睦活動委員長 

本日例会終了後に合同委員会の開催案内をしており

ました。会場を、事務局にしておりましたが、コロナ

ウイルス感染予防の為に例会場に変更させていただ

きます。該当者の方は宜しくお願い致します。 

 

 

《ＲＩニュース》 

 

【My ROTARY の新機能：近日中に利用可能に】 

My ROTARY は、改良機能の適切な作動に必要な統合の

ため、8 月 12 日（水）までご利用いただけません。 ご

迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し

上げます。より快適なオンライン環境を会員の皆さま

にご提供するために努めておりますので、何とぞご理

解いただけますようお願いいたします。  

今すぐサポートを必要とされる場合は、 

RotarySupportCenter@rotary.org にご連絡ください。 

 



IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 松田亜由美） 

本日の合計   23,000 円    累計 93,000 円 

ロータリー初の女性会長ノミニーに 

ジェニファー E. ジョーンズ氏 

 

2022‐23 年度国

際ロータリー会長

として、ウィンザ

ー・ローズランド・

ロータリークラブ

（カナダ、オンタリ

オ州）会員のジェニ

ファー E. ジョー

ンズ氏が指名され

ました。115 年に及

ぶロータリーの歴

史で初の女性会長

となります。 

 

 ほかの対抗候補者が出ない限り、ジョーンズ氏は

10 月 1 日に正式に会長ノミニーとなります。ロータ

リーの行動計画は、ロータリーによるインパクトを高

めるための推進剤であるとジョーン氏は話します。 

 

「新しい戦略的優先事項を検討する中で、近年の歴史

の中でも紛れもなく最も重大な時期に、ロータリーの

『適応力』が私たちの道しるべになろうとは誰も予想

していませんでした」と、自身のビジョンの中でジョ

ーンズ氏は述べています。「希望の兆しは最も困難な

状況から生まれるものです。測定可能な目標を基軸と

して、私はこの歴史的な状況を生かし、今日の現実を

反映した機会をとらえ、培い、伝えていきます」 

 

 女性初の会長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏

はロータリーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）に

関する声明」の重要性を理解しています。「多様性、

公平さ、開放性を最優先し、女性会員や 40 歳未満の

会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実践し、

そのメンバー構成に反映させていく必要があります」

とジョーンズ氏。「どちらの目標でも 2 桁の成長を目

指し、決してロータリーファミリー全体を見失わない

ようにします」 

 

ジョーンズ氏は、ウィンザーにある Media Street 

Productions Inc.の創業者兼社長です。ウィンザー大

学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所

の会頭を務めたほか、その奉仕活動が称えられ、YMCA 

Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee Medal

を受勲し、カナダ人初のウェイン州立大学 Pecemaker 

of the Year Award を受賞しています。また、法学の

博士号（LL.D.）を有しています。 

 

 現ロータリー財団管理委員であるジョーンズ氏は、

1997 年にロータリーに入会し、RI 副会長、理事、研

修リーダー、委員会委員長、モデレーター、地区ガバ

ナーを歴任しました。また、ロータリー強化諮問グル

ープ委員長を務め、ロータリーのブランド活性化の取

り組みでリーダー的役割を担いました。現在は、ポリ

オ根絶活動のために 1億 5000 万ドルのファンドレイ

ジングを目指す、「End Polio Now：歴史をつくるカウ

ントダウンキャンペーン委員会」の共同委員長を務め

ています。 

 

 最近では、新型コロナウイルス対応のためのファン

ドレイジングを目的としたテレソン（Telethon）を先

導。このイベントは 65,000 人以上が視聴しました。 

 

 ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功労

表彰状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤシッ

チさんと共に、アーチ・クランフ・ソサエティ、ポー

ル・ハリス・ソサエティ、ロータリー財団遺贈友の会

の会員となっています。 

 

 

《ニコニコＢＯＸ》  

公門新治 親睦活動委員長 

 

近藤竜一 会長 峯 徳秀 副会長 松尾重巳 幹事 

梅雨も明け酷暑になっておりますが、皆様変わりはな

いでしょうか？前回のクラブ協議会から 2 週間が経

ちました。本日は本年度正式例会として第 1回です。

更に気合を入れてまいります。 

本日は、第 1回クラブフォーラムです。会員増強委員

会に担当していただきます。 

二ノ宮委員長、船津副委員長、委員の皆様よろしくお

願いいたします。 

 

永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 緒方信行君 

宮原明夫君 渡会祐二君 松永祐司君 公門新治君 

船津 学君 小西研一君 茶村亜子君 渥美大介君 

村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 

鐘ヶ江和重君 野口好太郎君 

本日は 8 月第一例会です。佐世保市内もコロナウイル

ス感染者数が急激に増えてきました。北クラブからも

感染者を出さない為に、うがい・手洗い・消毒をしっ

かりとしましょう。 

さて、本日はクラブフォーラムとなっております。会

員増強委員会の皆様、宜しくお願い致します。 

ますので、1年間よろしくお願いいたします。 


