
のことです。重要なのは、適度な水分と塩分
補給に心がけることだそうです。
　この熱中症、自覚症状がなく、「おかし
い」と思った時は、もう熱中症にかかって
いる可能性が高いとの事。十分お気をつけ
ください。

〔報告事項〕
　7月14日㈰、武雄センチュリーホテルにて、
クラブ奉仕・会員増強セミナーが行われま
した。
　7月15日（月・海の日）、今年度1つ目の事
業、ビーチクリーンアップがあり、沢山の皆
様にご参加を戴きました。ありがとうござ
いました。
　詳しくは、委員会報告をお聞きください。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん

	 幹事　増本　一也さん

１．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 塩澤　恒雄さん
　　職業奉仕委員長	 駒井　英基さん
　職業奉仕部門セミナー開催についてご案内

	 会長　石井　正剛さん

　皆様こんにちは。暑い日が
続いております。今日も例会
にご参加いただきましてあり
がとうございます。
　皆様は、お風呂にはどれく
らいの温度で入られますか？年中シャワー
という方もいらっしゃるでしょうが、40度
前後の湯船にゆったりとつかりますと疲れ
も取れ、さわやかな気分になります。
　生卵がゆで卵になる温度は42度以上、体
温が36度前後でしょうか。それがなんと気
温が39.5度、先日、群馬県館林市で記録され
ました。こうなると、単純に温度のことだ
けを考えると、人の肌に触れていた方が涼
しく感じることになります。
　長崎県でも10日連続の30度超えだそうで
す。そんなことから、熱中症が注目されて
います。暑熱環境下においての身体適応障
害によって起こる状態の総称、いわゆる高
温障害です。症状として、めまい、失神、
頭痛、吐き気、体温上昇などです。
　対処方法として、涼しいところで過ごす、
出来るだけ薄着をし、吸湿性や通気性の良い
衣類を着用する。気温35度以上の場合、運動
禁止、31度以上では激しい運動は要注意、
27度以上の室内でも湿度が高ければ要注意と
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■クラブ奉仕・管理運営委員会
	 　委員長　田中丸善弥さん
国際ロータリー第2740地区
2013～2014年度
クラブ奉仕・会員増強セミナー
出席報告
　先週7月14日㈰	夏とは言え曇
り空の中、会長、幹事、古賀会員増強委員
長、そして、私	クラブ奉仕委員長	田中丸の
4名にて、武雄センチュリーホテルで12:30
より開催されました、「クラブ奉仕と会員増
強セミナー」に参加して参りました。
　先ず、佐藤委員長（琴海RC）から、地区と
しては現在88,000名（全国）のロータリー会
員が6月集計で多くが減少する。このこと
を、大変懸念している。
　2740地区は2012年7月1日付 2,161人、
2013年3月末	2,206人（増減＋45人）、2013年
5月末	2,216人（増減＋55人）。
　いずれにしても、「魅力あるロータリーク
ラブ作り」が欠かせませんとのこと。7月号
ロータリーの友（P.17、P.18、P.29）にたま
たま、当該地区の活動記事が掲載されてい
る。この様な活動や家族集会など、参考に
各クラブで続けて欲しい旨でした。
　尚、皆様もご存知かとは思いますが、サ
クセスジャパン会員増強「SKUJI作戦」の
概要についての説明がありました。これ
は、遠方であるという理由から自分のクラ
ブには、無理な、ロータリアンとして相応
しい知人、友人を本人承諾の上、その地区
のクラブに紹介する…という全国的な計画
です。各クラブ賛同と登録のお願いがあり
ました。
　また、会員の増強と並んで、現会員の退会
を如何に防止するか？オリエンテーションの
重要性や、クラブのパンフレット（入会勧誘
用）を作成することなどの説明もありました。
　14:30～16:00まで、講師	井上暎

てるお

夫氏（吹田
北RC）より講演がありました。〔生年月日	
昭和12年2月3日、職業分類	税理士、吹田北
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　日時／2013年9月7日㈯　14:00～
　会場／	武雄センチュリーホテル4階
　　　　「飛翔の間」
　講師／RI第2680地区PG		石井良昌先生
																																			　（尼崎西RC）
　出席者／	クラブではクラブ職業奉仕担当

理事（委員長）、クラブ入会3年未
満会員（何名でも結構です）

２．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 塩澤　恒雄さん
　　クラブ奉仕統括委員長	 佐藤　　豊さん
　	7月14日クラブ奉仕・会員増強セミナーご
出席のお礼状が届いております。

３．国際ロータリー日本事務局
	 　クラブ・地区支援室　東川　大介さん
　	　2013年4月の規定審議会において採択さ
れた制定案13-28によりクラブ定款第9条
（出席）第5節（出席の記録）が改正されまし
た。（別紙	出席率の算出をご一読ください。）

４．第2740地区米山奨学委員会
	 委員長　本多　善彦さん
　	米山奨学生の“出前卓話”ご利用のお願い
（9月・10月に実施予定）
　　	8月5日までにガバナー事務所へお申し
込みください。

５．提唱	諫早RC	 会長　池田　光利さん
　　諫早RAC	 会長　中尾　徳崇さん
　地区RA代表公式訪問例会のご案内
　　日時／2013年8月2日㈮　19:30～
　　場所／水月楼　　登録料／1,000円

６．大村RC
　週報No.44～No.2	が届いております。

委員会報告
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RCチャーターメンバー、RI第3ゾーンリー
ダー、在籍40年〕
　幾つか興味深い内容をご報告しますと、
現在会員を増やしている国は、インド
（109.1）、ブラジル（107.3）、ドイツ（104.5）、
韓国（103.0）。現在日本は会員減少の国3位
で、2010～12年で96.6（2013	 99.6）、入会・
退会数で横ばい状態だそうです。退会率は
日本平均4.9％、第3ゾーン5.6％。純増率は
日本平均2.6％、第3ゾーン2.6％…（詳しい資
料は事務局にあります）。
　これからの増強について、将来の計画が
重要です（…年後には…人にしたい）。若い
人で増強チームを作る（高齢化対策…韓国に
比べ10歳高い）。
　年間6,800人入会、しかし年間7,000人を超
える人が辞めている現状（但し、退会率はど
んどん減っている）。
　問題点として、例会のマンネリ化、世代
間の考えの違い。仲間を増やすには自らが
ロータリアンになってよかったことを実感
できること。誘ってよかったと言われるク
ラブにしなければ。
　最後に、ポール・ハリスの言葉；「ロータ
リーは時代と共に変化しなければならな
い」。例会は現状でよいのか（場所・時間・ス
タイル）？会費は妥当か（若年層・高齢リタ
イア）？新しいクラブに多様性を認め、ロー
タリーの寛容の精神を発揮してください。
　また、ロータリー精神の希薄化も問題で
す。変えてはならないものもある。超我の
奉仕、奉仕の理念（理想）、職業奉仕。人と
して高潔性、寛容の精神…。
　取り組むべき課題；クラブにおける研
修、クラブ研修リーダーの選任、その役割
など。新入会員を真のロータリアンに導い
てください。奉仕活動を共にし、それを通
じて伝えてください。クラブの将来像を、
それに至る道程を。5年後にどうあるべき
か？戦略を立ててください。「公共イメー
ジ」を大切に。グローバルからグローカルへ
（地元に根ざした活動であるべき）、今の日
本に適応したロータリーを目指してくださ

い。全ては、会長決意に始まり…クラブ全
員で取り組み…一体で新入会員を真のロー
タリアンに導くことで完結します。
　およそ200余名のロータリアンと共に、こ
れからのロータリーを如何に活性化させる
かについて、貴重なお話を縷々拝聴させて
いただきました。
　以上、報告いたします。

■職業奉仕委員会	 有薗　良太さん
職業奉仕部門セミナー開催
　日時／2013年9月7日㈯
　　　　14:00～17:00
　場所／武雄センチュリーホテル
　講師／RI第2680地区	
　　　　PG		石井　良昌さん（尼崎西RC）

■社会奉仕委員会	 中川　知之さん
　7月15日（月・祝）毎年恒例の
ビーチ・クリーンアップが開催さ
れました。参加者は、石井会長
以下計15名。当日は天気もよ
く、沢山の市民の方も参加され
ていました。ゴミが少なく最初は小さなタ
バコの吸いがら等拾っていたのですが、仕
事をしていないように見えますので、最後
の方は大きな枯れ枝も拾っていました。
　熱中症対策でしょうか、時間は早く始ま
り、早く終わりました（8時40分～9時30分）。
参加の皆様お疲れ様でした。

■ローターアクト委員会	 大久保利博さん
　7月11日㈭	18:30より、ホテル
オークラJRハウステンボスにて
長崎国際大学RACの例会が開催
されました。参加人数は12名と
少なめ。長崎国際大学RACメン
バー4名、佐世保RCからは石井会長、増本
幹事をはじめとする6名。2740地区ロータリ
ー米山奨学生学友会	レーティトウエット君
（ベトナム出身	長崎県立大学4年生	佐世保南
RC）、イ	ヌェ	ソウ君（ミャンマー出身	長崎
国際大学4年生	長崎中央RC）の参加となり、



長崎国際大学は補講や試験と重なった模様
でした。
　米山奨学生の方は何にでも興味を持ち、
明るくはきはきとしたとてもすがすがしい
気持ちにさせてくれました。
　卓話は私	大久保が、外食についてお話を
させて頂きました。
　次回例会は夏休みや試験の為、9月26日㈭
になります。若いパワーを感じに出席お待
ちいたしております。

■地区ポリオ・プラス委員会
	 委員長　溝口　尚則さん
　2013年クラブ米山奨学委員長セミナー報告
①本年度寄付目標額は
　16,000円／人です。
②	各クラブは積極的に「世話クラ
ブ」の申し出をしてほしい。
③	本年度奨学生は12月に面接をして1月に決
定する。
④	前年度寄付額は当クラブで6,940円／人。
　	総額520,500円でした。
　有り難うございました。

	 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん
◯今月の誕生祝い
　松本　英介さん（1日）
　田中丸善弥さん（4日）
　中村　徳裕さん（6日）
　松本　由昭さん（6日）
　木村　公康さん（27日）

	 出席・例会委員会　池本　仁史さん
◯永年会員表彰
　岡　　英樹さん（35年）
　安福鴻之助さん（35年）

◯出席100％表彰
　山下　尚登さん（16回）
　川冨　正弘さん（13回）
　溝口　尚則さん（8回）
　松尾　文隆さん（8回）

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

石井　正剛会長
　今年度の例会は異例づくしです。
　第１回　ガバナー補佐訪問例会
　第２回　ガバナー公式訪問例会
　第３回　会長卓話
　今後の卓話にご期待ください。今日の卓
話より以上はあっても、以下はありません
ので。

増本　一也幹事、納所　佳民副幹事
木村　公康さん、長島　　正さん
中島　祥一さん、古賀　　巖さん
福田　金治さん、山下　尚登さん
松尾　文隆さん、黒木　政純さん
梅村　良輔さん、武井　洋一さん
佐々木秀也さん、大神　邦明さん
芹野　隆英さん、中川　知之さん
圡井　弘志さん、山縣　義道さん
　石井会長の卓話に期待して。
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安福鴻之助さん
　石井会長、例会の回を追う毎に話が上手
くなりますね。堂々とした話しっぷり、感
心します。

松本　英介さん、田中丸善弥さん
中村　徳裕さん、松本　由昭さん
木村　公康さん
　誕生祝いありがとうございます。

岡　　英樹さん、安福鴻之助さん
山下　尚登さん、溝口　尚則さん
松尾　文隆さん
　永年会員表彰および出席100％表彰ありが
とうございます。

『千里の道も１里より』

　2013-14年度�佐世保RC
　　会長　石井　正剛さん

　何故か、卓話者に指名されて
しまいました。会長が年度初め３回目の例
会で、卓話した事など聞いたことはありま
せん。ここで卓話をお断りしたら、ロータ
リー精神に反するとお叱りを受けそうで
す。これからどんな試練が待ち受けている
ことでしょう。　　
　今年度はガバナーのご意向で、第2回例会
を公式訪問とさせていただいた為、第1回例
会では、中途半端な形でのクラブ協議会と
なってしまいました。そこで、本日は、ク
ラブ協議会の続編としてのお話をさせて戴
きます。

ニコニコボックス	 本日合計	　30,000 円

	 累　　計	 133,000 円

◇

1．楽しい例会、懇親会づくり　　　　　　
　	「出席型」から「参加型」　
　楽しくなければ例会じゃない
　楽しくなければ懇親会じゃない　
　楽しくなければロータリーじゃない

　皆様からいろいろな時に、いろいろな場所
で、ご意見をいただきたいと思っています。
　皆様には、例会や懇親会、委員会に対す
るモチベーションを上げて参加して戴ければ
幸いです。
　それ以上に、田中丸善弥クラブ奉仕・管理
運営委員長、木村公康親睦活動委員長、芹
野隆英プログラム委員長、黒木政純出席・例
会委員長、そしてそれぞれの委員の皆様
で、例会、懇親会を盛り上げる企画が考案
されております。皆様には大いにご期待戴
きたいと思います。
　私達も、興味深いプログラムづくりを心
掛けます。

2．会員増強　　　
　昨年度末のまさかの7名大量退会。今年度
は、68名からのスタートとなりました。ま
ったくの想定外、予算案すらままならない
状況でした。でも、皆様のご協力により、
早速7月理事会に3名の新入会員候補者を提
出させていただきました。　
　また、今後も沢山の候補者のリストアップ
とともに、来年早々には5～6名の会員増強
が見込めるとの頼もしいお話も戴き、大変
ありがたく思っております。
　しかし、今後とも、皆様お一人おひとり
に会員増強のお手伝いをお願いします。
　来年、再来年の為に、毎年毎年の地道な
増強の必要性を特に感じさせられた、昨年
度末の出来事でした。

3．ロータリー財団、米山奨学会への寄付
　ロータリー財団	5,000ドル　　
　米山奨学会	 200,000円を目標にしており
ます。
　佐世保クラブは1968年以降、毎年継続し
て、ロータリー財団、米山奨学会へ協力し
ております。
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卓　　話
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（今週の担当　大久保利博）
（カメラ担当　城島　一彦）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊7〜8月  例会予定＊

　7月31日	 海上自衛隊佐世保地方総監部
	 　　　幕僚長　佐藤　　誠	様
　8月		7日	 アサヒビール株式会社九州統括本部
	 市場開発部洋酒ワイン担当課長
	 　　　　　　　鈴木　賢司	様
　8月14日	 指定休会日
　8月21日	 委員会タイム
	 拡大委員会委員長　円田　浩司さん
　8月28日	 久留米大学　法学部
	 　　　　教授　児玉　昌巳	様

　昨今、その年度の寄付金をクラブ会員数
で割った金額を、そのクラブの年間平均寄
付額として算出し、新しく出来た補助金制
度の査定基準となっております。その算出
方法に、いささか疑問は感じますが。
　今年度、溝口尚則さんが、地区ポリオ・
プラス委員会委員長として出向されており
ますので、財団の状況等は、その都度ご報
告いただけると思います。
　皆様にはいずれの寄付も1,000ドル、若し
くは100,000円にまとまらないと出来ないと
思われがちですが、たとえば、10,000円、
若しくは50,000円でもできる寄付の仕方も
ある様です。財団で、又、当クラブで集計
しております（最少金額がいくらか。調査
中）。寄付こそ強制ではありません。しか
し、今後お願いすることもあろうかと思い
ます。その節は、宜しくお願い致します。

4．�姉妹クラブ60周年と、姉妹クラブ締結更
新の年です

　2014年1月、台南RCの創立60周年です。
式典も行われる予定です。沢山の皆様とご
家族皆様のご参加を是非お願いします。
　ラホヤRCとの姉妹クラブ更新を行います。

5．委員会�組織について
　今年度の委員会	組織ですが、クラブ細則
には管理運営委員会、奉仕プロジェクト委
員会、会員増強委員会、公共イメージ委員会
（広報委員会）、ロータリー財団委員会、以
上の委員会を、常任委員会として設けるこ
ととなっております。
　昨年同様、これらを大委員会と考えまし
た。（必ずしも大委員会である必要はない）
　RIの委員会手引もこの委員会に沿ったも
のとなっております。
　CLPを採用しての組織であり、手引で
す。しかし、5大奉仕部門、特に職業奉仕、

クラブ奉仕なくしてロータリーはあり得ま
せん。この5大奉仕部門をしっかり活動の中
心に考えてまいります。
　今、ロータリーでは、時代の変化に伴
う、多様性、柔軟性、刷新性が求められて
おります。
　今後、佐世保クラブにおいても、会員
数、クラブの進むべき方向によって、組織
等も変化することでしょう。数年かけて整
備していかねばならない問題であると考え
ています。
　本年1年間の、皆様のご指導、ご協力の
程、宜しくお願い致します。


