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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。
　8月最後の例会です。今年100
年の頂点をかけた東北勢初優勝
を目指す仙台育英と45年ぶりの
優勝を狙う東海大相模の熱戦。
高校野球は、東海大相模が優勝を制しました。
皆さんもテレビを通じての観戦を楽しまれたこ
とと思います。また、台風12号、13号も立て続
けに来襲しまして、更に直近の15号は北部九州
直撃で、これもまた皆様其々大変ではなかった
かと拝察します。これから一気に秋の気配を感
じるのではないかと思います。
　さて、8月24日㈪には
海 上 自 衛 隊 の 新 総 監 
山下万

か ず き

喜様に幹事、副
幹事共々佐世保ロータ
リークラブの名誉会員
推戴状をお渡しして参
りました。熊本のご出身

（55歳）、海将、海上自
衛隊幹部学校長が前職
だそうです。佐世保は2度目の任地だそうです。
　又、一方、陸上自衛隊の相浦駐屯地には「水
陸機動団」の拠点が出来ました。未だかつて無
い大きな再編だそうです。隊員も2,000名の倍
になり日本の防衛体制、安全保障を取り巻く環
境が大きく変化していることを感じざるを得な
い状況です。我がクラブのやはり名誉会員でも
あります、第2代西部方面混成団長兼第35代
相浦駐屯地指令の杉本嘉章（1等陸佐）様は、

ダーウィンの言葉を引用され「どんな変化も敏
感に察知し、柔軟に対応する力を備えておかな
ければどんな生物も生き残れない」と隊員に話
されているそうです。これは、ビジネスに携わ
る我々にも共感できる言葉ではないでしょうか。
　蛇足ですが、西普連は陸上自衛隊の精鋭部隊
で、目指すなら「西の西普連、東の第 1 空挺団

（パラシュート部隊）」と言われ、体力も精神力
も必要とされ選び抜かれたエリート隊員だそう
です。
　以上で挨拶とさせて頂きます。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」歌詞1番、2番

◯卓話者
　SAIKAIアメリカンフェスティバル2015実行委員会
 実行委員長　山下　忠則 様
◯ゲスト
　SAIKAIアメリカンフェスティバル2015実行委員会
 委　員　木原　崇之 様
 百武　靖史 様
 深水　　稔 様
◯ビジター
　佐世保中央RC 牛島　義亮さん

 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局	経理室
　2015年9月のロータリーレートは、
　1ドル＝124円です。（8月＝124円）
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会 長 挨 拶

例 会 記 録

幹 事 報 告



２．佐世保西RC	 幹事　山口　管
かずのり

律さん
　「 2015-16年度 クラブ現況と活動計画書・前

年度活動実績報告書」が届きました。

３．大村RC
　①「 2015-16年度 クラブ現況と活動計画書・

前年度活動実績報告書」が届きました。
　②「週報No.3〜7」が届きました。

４．地区ローターアクト代表	 立石　健悟さん
　「 ローターアクトクラブニュース7月号」が届き

ました。

５．陸上自衛隊西部方面総監
	 	陸将　小川　清史	様
　西部方面隊60周年記念行事ご案内
　日時／平成27年10月4日㈰　8:30〜15:30
　場所／陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市東区東町）
　記念式典・観閲行進 10:00〜11:45
　祝賀会 12:25〜14:25

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　明日27日㈭、早岐シルバーボ
ウルにて18:30より、ボウリング
大会例会を行います。ローターア
クト参加者が少ないため、ロータ
リアンの多数のご参加をお願い
します。

■佐世保RC65周年記念式典	実行委員会
	 委員長　橘髙　克和
　第1回会合を、8月26日㈬ 18:30
より玉屋ナポリにて実施いたし
ます。各担当の委員長、副委員
長のご出席をお願いいたします。

	 クラブ会報・広報委員会　吉田　英樹

　「ロータリーの友8月号」につ
いて、特に8月は会員増強・拡大
月間ということもありますので、
これに関する記事を紹介したい
と思います。

〔会員増強の必要性〕
１. 「あなたのクラブは？−仲間を増やすために」

という記事がP.7 以降に掲載されています。
　日本の会員数の推移（P.10）
　何らかの理由があって、8月は会員増強・拡
大月間となっていると思われるのですが、日本
国内の会員数の状況等はP.10に載っています。
　これによると、会員数で日本は、世界第3位
の規模を有しているそうです。ただ、日本の国
内会員数は減少傾向にあります。会員数が多か
ったのは、1996年（平成8年）の11月末で13万
0982人いたそうですが、その後、減少を続け、
本年6月には、8万7380人と減少し、およそ6割
程度にまで落ち込んでいます。

２．会員増強のヒントも記載されています。
　P.10の「月別会員数の推移」というグラフを
利用して説明されていますが、一般的には企業
の年度末やロータリー年度末に会員数が減少傾
向にあるようです。しかし、会員数が増加して
いた91-92年度には減少傾向があまりはっきり
とは現れず、会員数が大きく減少した01-02年
度には顕著に現れています。このことから、入
退会が多い時期にいかに持ちこたえるかが、年
間の会員数の増減に影響するとのことです。
　ちなみに昨年度の会員数の推移は増加傾向に
あった91-92年度の傾向に近づいているとのこ
とです。また、女性会員数は増加してきてはい
るものの、その割合は世界平均の4分の1程度な
のだそうです。

３．金沢百万石RCの取り組み（P.11）
　かかる減少の歯止めをかけるべく、金沢百万
石RCでは、初めての試みとして会員候補を招
待した特別例会「オープンロータリー」を開催
されたそうです。
　体験入学的な例会だと思いますが、参加した
11人の候補者の内、4人が入会し、一定の効果
が上がったそうです。参考になる事例と思いま
すので、ご紹介します。

 出席委員会　長浜　陽介
◯出席100％表彰
　菅沼宏比古さん（17回）、吉澤　俊介さん（4回）
　松原　　健さん（1回）、 松本　淳也さん（1回）
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委員会報告

慶　　　祝

雑誌の時間



	 親睦活動委員会　松尾　文隆
○結婚記念月のお祝い
　玉野　哲雄・貞子さん ご夫妻（13日）

 親睦活動委員会　有薗　良太
佐世保中央RC　牛島　義亮さん
　久しぶりのメークアップです。宜しくお願い
します。
　又、先日の北星会ゴルフコンペでは、石井君
に大変お世話になりました。石井君が引っぱっ
てくれたおかげで、石井君と同グロスで9位に
入る事ができました。有り難うございます。そ
れでも、ミドルで 9 をたたきながら、79でまわ
られた橘髙先輩には到底かないませんが…。

田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
坂元　　崇副幹事、米倉洋一郎さん
梅村　良輔さん、古賀　　巖さん
佐々木秀也さん、坂本　　敏さん
増本　一也さん、平尾　幸一さん
富永　雅弘さん、納所　佳民さん
田口　恵介さん、山縣　義道さん
圡井　弘志さん、加納洋二郎さん
橘髙　克和さん、古賀　久貴さん
吉田　英樹さん、大久保利博さん
中村　徳裕さん、有薗　良太さん

　SAIKAIアメリカンフェスティバル2015 実行委
員長 山下忠則さんへ、アメフェスの成功を祈念
してニコニコします。

田中丸善弥	会長
　先日8月22日㈯に私の次男、田中丸善

ぜんなり

成がめ
でたく結婚をしました。台風15号接近で心配し
ましたが、お蔭様で無事に式を済ませることが
出来ました。
P.S.　 娘、未

み な

奈も今春大学を卒業し、東京恵比寿に
あるデザイン企画会社に就職しました。

　　　（少し肩の荷が下りました）
　　　ニコニコさせて頂きます。

玉野　哲雄さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

菅沼宏比古さん、松原　　健さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

	 指揮　井手　孝邦
「海

うみ

」合唱

　作詞・作曲者 不詳
　大正2年「尋常小学唱歌 第五学年用」

　注） 宮原晃一郎作詞による軍歌「我は海
の子」（1910年）と並び歌われてきた。
海をテーマする唱歌として代表的な歌。
1913（大正2）年に発表。

『帰ってきた、アメリカンフェスティバル！』

　西海国立公園指定60周年記念
　SAIKAIアメリカンフェスティバル2015
　実行委員会

　　実行委員長　山下　忠則	様

　みなさんこんにちは。私は
SAIKAIアメリカンフェスティバル2015実行委員会
実行委員長を仰せつかっております山下忠則と
申します。
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ニコニコボックス 本日合計 　36,000 円

 累　　計 271,000 円

◇

ニコニコボックス

歌の時間

卓　　話



　今回このような機会をつくってくださいまし
た、田中丸会長を始めとする佐世保ロータリー
クラブ会員の皆様に深く感謝申しあげます。
　さて本年9月19日㈯、20日㈰に「SAIKAIア
メリカンフェスティバル2015」を開催させて頂
く運びとなりました。アメリカンフェスティバ
ルというと、今からちょうど30年前である
1985年、西海国立公園指定30周年記念事業と
して、朝長則男市長が当時、佐世保青年会議所
理事長のときにスタートしました。この事業は
米軍と市民が仲良く共存している佐世保の魅力
を市内外に広く発信し、佐世保市民の郷土愛の
醸成と佐世保市の活性化に大きく寄与してきた
ものでした。しかし、同時多発テロをきっかけ
とし18回続いたこの事業も2002年に中断され
ました。それからも多くの市民から復活を待ち
望む声は途切れることなく、本年アメリカンフ
ェスティバルの再スタートを決断しました。
　開催会場としては、米軍が運営しますニミッ
ツパーク会場、実行委員会が運営する佐世保公
園会場、四ヶ町商店街が運営する島瀬会場を使
って行います。
　そして内容に関しまして、Metisを始め多く
のステージイベント、セグウェイ体験や、ハー
レーダビッドソンの展示など多くのアメリカン
な催しものをご用意しております。
　しかしこの事業は、補助金をいただいておら
ず、入場料も無料で行っていくこととなってお
り、青年会議所の事業費と市民の方々の協賛金
で賄っております。この事業資金も含め皆様に
はご協力をお願い致したいと思っておりますの
で、どうぞよろしくお願い申しあげます。　
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（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：田口　恵介）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊9月  例会卓話者予定＊
 9 月 9 日 ㈱伊藤園
 地域販売促進部員 土井　貴文 様

 9 月16日 → 26日㈯ に観月例会として開催
（九十九島海賊遊覧船「みらい」をチャーター）

 9 月23日 祝日休会日
　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月2日㈬　17:00〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月10日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

実行委員の方々による
SAIKAIアメリカンフェスティバル2015の告知

2005-2006年度 地区交換学生
だったマリアさんからいただ
いたメキシコのお菓子。
みんなで美味しくいただきま
した。

地区交換学生だった頃のマリアさんの名刺

マリア ファロミル ハシモト


