
個という結果でした。最近の陸上競技は、
黒人選手が大活躍。鍛えあげられた、全身
ばねのような肉体を見ていると、とても日
本人選手には、分があるようには思えませ
ん。今、陸上界では、長距離はケニア、短
距離はジャマイカと言われている様です。
それにしても、今大会は、ウサイン・ボルト
の速さと、対照的に色白の、モデルと見間
違いそうな、ロシアの女子選手が目立った
大会でした。
　お盆も過ぎ、蝉の声が聞こえなくなりま
した。しかし、暑さは当分続きそうです。
体調管理には十分お気を付けください。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　RI2740地区 クラブ奉仕統括委員長

　佐藤　　豊さん（長崎琴海RC）
（日章プラント・サービス 代表者）

 幹事　増本　一也さん

１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　 ロータリー米山記念奨学会ニュース「ハイ

ライトよねやま161号」2013年8月9日発行
のお知らせ

 会長　石井　正剛さん

　先週は指定休会日でしたの
で、2週間のご無沙汰でござい
ます。
　狭い日本、そんなに急いで
どこへ行く。ずいぶん前の交
通標語です。いや、日本は決して狭くはあ
りません。北は大雨、南は猛暑、四国は水
不足、桜島では大噴火、地域によってこん
なに違いがあるのです。いたるところで観
測史上初の文字が並びます。
　それにしても、西日本の猛暑、連日の35
度超えです。

　You might think today's hot fish. 
　言うまいと、思えど今日の暑さかな。

　まったく、こんな言葉では暑さはしのげ
ないのに、どうしても言ってしまいます。
　この暑さの中、熱戦が繰り広げられてお
ります、甲子園での高校野球。佐世保実業
は、残念ながら、1回戦で敗退してしまいま
した。甲子園での熱戦を見ていますと、彼
らのひたむきさ、必死の思いが、伝わって
きます。今日が準決勝、明日決勝戦です。
どちらが勝つにしろ、この時期の国民的行
事に、日本中が注目しています。
　夜は、世界陸上が放送されました。残念
ながら、日本人選手のメダルは、銅メダル1
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理事（委員長）、クラブ入会3年未
満会員（何名でも結構です）、地
区職業奉仕委員会

■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 委員長　中村　徳裕さん
　姉妹クラブ台南RCの、60周
年記念式典および前夜祭のお知
らせをいたします。
　2014年1月9日㈭が前夜祭、1
月10日㈮が60周年記念式典と日
程が決定し、ご案内をいただきました。1月
9日から11日、または10日から12日の2泊3日
のプランを中心に、いくつかの訪問プラン
を計画中です。
　佐世保RCの60周年を記念した3000回記念
例会の際には、ご家族を含めて約40名の台
南RCの皆様にご来訪をいただきました。
　是非、それと同等かそれ以上の会員とご
家族で訪問し、友好をさらに深める機会に
したいと念じております。皆さま、日程の
ご確認と、出席のご協力をよろしくお願い
いたします。

 親睦活動委員会　松瀬　茂雄さん
○今月の誕生祝い
　溝口　尚則さん（4日）
　橘髙　克和さん（8日）
　松尾　慶一さん（11日）

 出席・例会委員会　前田　勇人さん
○出席100％表彰
　菅沼宏比古さん（15回）
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２．佐世保西RC	 幹事　吉武　直
なおあき

亮さん
　「2013-2014年度クラブ現況と活動計画書
　前年度活動実績報告書」が届いております。

３．大村RC
　週報No.3～6が届いております。

４．第2740地区ガバナー事務所
　 2740地区ホームページが更新（8月16日、

17日）されています。

５．公益財団法人	米山梅吉記念館
	 　理事長　渡邉　脩

ゆうすけ

介さん
　�秋季例祭のお知らせ
　賛助会員募集（年間 お一人 3,000円）
　　日時／平成25年9月14日㈯　14:00～
　　場所／米山梅吉記念ホール
　　講演／講師　井上　輝夫氏

　　　（裾野市立図書館長・前富士山資料館長）

６．佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
	 　会長　土井　庸

のぶまさ

正	様
　�平成25年度佐世保市心身障がい児（者）育
成協議会会員募集のお願い

　　お一人 10口　1,000円

■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に
ついて（ご案内）
　日時／2013年9月7日㈯
　　　　13:30～ 受付開始
　　　　14:00～17:00
　会場／武雄センチュリーホテル
　　　　4階「飛翔の間」
（佐賀県武雄市武雄4075-13  TEL 0954-22-2200）

　講師／RI第2680地区
　　　　PG 石井　良昌先生（尼崎西RC）
　出席者／ 講師、ガバナー、パスト･ガバナー、

ガバナー･エレクト、ガバナー補佐、
地区幹事、次年度地区幹事、担当
地区副幹事、クラブ職業奉仕担当

委員会報告

慶　　　祝



み、クラブ一体となって新入会員を真のロ
ータリアンになるよう導くことで、完結す
る。」とありました。
　本年我がクラブは、近年まれに見る会員
の減少をみておりますが、石井会長の並々
ならない決意により、会員増強に取り組ん
でおります。
　早速、3名の新入会員を迎えることができ
ておりますが、我がクラブに相応しい会員
のさらなる増強を行いたいと考えていま
す。どうか、会員皆様のご協力をいただき
ながら、目的を果たしたい所存です。
　本日お配りしております、会員紹介カー
ドにどなたかを紹介して頂けば幸いです。
よろしくお願い致します。
　さて、本日は地区の会員増強の取り組みに
ついて、地区クラブ奉仕統括委員長の佐藤  
豊さんに、卓話をお願い致しました。

『会員増強の意義を考えよう』
　RI2740地区
　クラブ奉仕統括委員長
　　佐藤　　豊さん

●会員数の現状
　2012年4月 全国 2,300クラブ 89,000人
　2013年4月 全国 2,295クラブ 88,803人
  －5クラブ －197人

　2012年4月 地区 57クラブ 2,165人
　2013年4月 地区 57クラブ 2,209人
　　   ＋44人

●問題点
　全国：16年連続減少　延べ 41,643人
　地区：12年連続減少　延べ     856人
　→ 退会者の補充・退会者の復帰

●対策（解決策）
◦ SAKUJI大作戦(会員増強のための全国的

な取り組み）

親睦活動委員会　坂元　　崇さん

石井　正剛	会長、増本　一也	幹事
納所　佳民	副幹事、山縣　義道さん
古賀　　巖さん、円田　浩司さん
　RI第2740地区クラブ奉仕統括委員長 佐藤
豊様（琴海RC）に「会員増強の意義を考えよ
う」と題しまして、卓話をしていただきま
す。本日の卓話に期待して。

橘髙　克和さん、溝口　尚則さん
　誕生祝いありがとうございます。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
梅村　良輔さん、橘髙　克和さん
　納所副幹事の九州ワーク㈱の大塔店の新
装オープンをお祝いしてニコニコします。
店名も“クロス･ワーカー”という事で、こ
れからも次々に全店舗を改装されていくそ
うです。私達のアドバイスとして店舗改装
は、テンポ良くという事で･･･!?

会員増強委員会	 委員長　古賀　　巖さん

　本日の卓話の時間は、8月が
会員増強月間であるところか
ら、会員増強委員会で担当し、
会員増強のお願いをさせて頂き
ます。
　7月のクラブ奉仕・会員増強セミナーにて
講演された、吹田北（現千里）RCの井上暎

て る お

夫
氏（チャーターメンバーで2002-2003年第
2660地区ガバナー）のお話によれば、
「増強は、単に数を増やすことではない。
会長の決意に始まり、クラブ全員で取り組
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ニコニコボックス 本日合計 　12,000 円

 累　　計 198,000 円

◇
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（今週の担当　長富　正博）
（カメラ担当　大久保利博）

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

＊9月  例会予定＊

　9月  4日 陸上自衛隊西部方面混成団長兼
 相浦駐屯地司令
 　　　　曽田　健史 様
　9月11日 観月例会 　

　9月18日 会員　松尾　慶一さん
　9月25日 佐世保市ＰＴＡ連合会会長
　　　　　　　　　中倉　まち子 様

◦ 通常例会のより一層の工夫と充実…魅力
的な集会には人が集う

◦ 家庭集会による交流…会員相互の理解
度、信頼感の醸成

◦奉仕活動の活性化
◦新会員の教育(3年未満 重点)
◦成功例…長崎みなとRC

●実効性
◦ 会員増強のための広域的ネットワークに

よる実績
◦徐々に全国的理解度が増している
　　→SAKUJI大作戦の基礎
◦出席率の向上(メークアップの活性化)
◦ 奉仕の充実…汗を流すことによる当事者

意識

●私達にできること
◦ SAKUJI大作戦
　1人1名推薦　 会員増強月間の意義
 ・ 新会員を強く求める意志…ノックしない

ドアは開かれない
 ・ 広域的に友人･知人･取引先を紹介…与え

られる人は受ける人より幸福

●終わりに
◦ 会員増強に特効薬は何も無い。
◦ 絶えず、会員増強への熱意･情熱を保ち続

けよう。
◦ 必ず成果は反映される。

相互に困っている部分を助け合う、補い合う

助け合う心こそ　真のロータリアン

日本の会員数推移 第2740地区 会員数推移 57RC

日本の会員数推移 第2740地区 会員数推移 57RC


