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２．�7月24日㈰：第2740地区クラブ奉仕･会員増
強セミナーについて

　先日の日曜日、平尾幸一クラブ会報･広報委員
長、納所佳民会員増強･職業分類委員長と3人で
セミナーに出席してきました。会場は、東彼杵
町総合会館文化ホールで、基調講演は前ARPIC
岩永パストガバナーでした。基調講演の中で、
佐世保8RC会長幹事会で実施した市長表敬訪問
の長崎新聞記事を取り上げられ、行政としっか
り連携している点を絶賛されていました。ま
た、基調講演の中で特に強調されたのは、今後
はクラブの長期計画を策定する為の「戦略計画
委員会」を設置しようというご提案でした。
又、その戦略委員会のメンバーは、パスト会長
を中心に構成していく事が望ましいとも言われ
ております。
　地区の長期計画と言っても4〜5年先の話の様
ですが、私はその様な近未来の話ではなく、佐
世保RC「百年の計」を立てていくことが重要で
はないかと考えています。佐世保RCの今後の発
展に向けた会員増強の事や職業奉仕、社会奉
仕、青少年奉仕、姉妹クラブとの交流等の在り
方と共に、現在の歴史と伝統を継承していく必
要を感じています。
　創立100周年の頃、クラブの中心を担うの
は、ここにおられる30〜40代の若手の方々で
す。私達の思いを将来に伝えていく上でも、こ
の戦略計画委員会はその有効な方法ではないか
と考えております。皆様にも色々とご意見を賜
りたいと存じます。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保南RC	 池内　章雄さん
	 太田　博道さん

	 会長　増本　一也
　皆様こんにちは。この猛暑の
中、政治の世界は東京都知事
選、アメリカ大統領選、何れも
気温以上にヒートアップしてき
ております。どの様な結果が待
っているのでしょうか。
　本日は「大安」です。大安は、六輝の一つ、
「大いに安し」という意味です。六輝の中でも、
大安は結婚、開店、移転、旅立ちなどに最適の
日です。本日この大安の日に、急なお話でした
が、退会のご挨拶をされる方が居られます。商
工中金の田口支店長です。東京本店の国際部に
参事としてご栄転だそうです。国際部に所属さ
れるそうですから、来年の4月にはラホヤでお会
い致しましょう。

【報告事項】
１．7月20日㈬：市内8RC会長幹事会について
　当日は、武部勝海第5グループガバナー補佐、
牛島義亮第6グループガバナー補佐にも出席し
て頂きました。牛島ガバナー補佐が、第5･第6グ
ループとしては今年度のIMは開催しないとの事
でした。
　又、佐世保RCとして、RI規定審議会で決定さ
れた標準ロータリークラブ定款改正点の資料を
他のクラブへ配布説明致しました。CLPの件で
は、多少紛糾しましたが、一方では、この資料
を今度の理事会ですぐ使わせて頂きますという
事で、大変感謝されたクラブもありました。
　もちろん、こんな資料は私が作れる訳がありませ
ん。福田金治さんにご提供頂きました資料をそのま
ま使わせて頂きました。ありがとうございました。
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■クラブ会報･広報委員会	 委員長　平尾　幸一
地区クラブ奉仕･会員増強
セミナー報告
　国際ロータリー第3ゾーン直前
RPIC（ロータリー公共イメージコ
ーディネーター）で、長崎北東RC
の岩永信昭さんによる「クラブ
戦略計画をたてよう」という基調講演があり、
佐世保8RCの会長幹事による佐世保市長の表敬
訪問の新聞記事、ロータリアン･フェイスブックと
して、佐世保北クラブのフェイスブックの紹介が
ありました。
　次に、私が参加した「公共イメージ向上分科
会」ではポリオ撲滅キャンペーンを題材に、国
際ロータリー第3ゾーンARPICで、鳥取県の倉
吉RCの伊藤文利さんの講演があり、マイ･ロー
タリーというクラウドボックスへの登録者数は、
全世界で289,734名（世界会員の23.4％）、日本の
第1ゾーンで4,105名（14.3％）、第2ゾーンで
4,665名（16.6％）、第3ゾーンで3,570名（10.8％）
と、西日本の第3グループの登録が最も低いと
指摘されました。
　最後のグループワークでは、各グループに分
かれて、⑴広報にIT、特にSNSを活用しよう、
⑵ロータリーをブランド化しよう、というテー
マについて検討し、その結果を第1グループと
第7グループの代表者が発表されました。
　最後に地区の担当者のまとめとしては、国際
ロータリーの流れとして、ブランド化に力を入
れており、地区のクラブ奉仕委員へ卓話を依頼
していただきたいということでありました。

■会員増強･職業分類委員会	 委員長　納所　佳民
　7月24日㈰	 13:00〜17:00、東
彼杵町総合会館文化ホールに
て、第2740地区のクラブ奉仕･会
員増強セミナーが開催され、当
クラブより増本会長、平尾クラ
ブ会報･広報委員長、納所の3人
で参加致しました。
　㟢永ガバナーの挨拶の後に、2011〜12年度岩
永ガバナーによる、「クラブ戦略をたてよう」と
いうタイトルで、基調講演が行われました。
　その後は分科会に分かれ、増本会長と私は会
員増強拡大分科会に参加しました。「会員増強の
王道を探る」というタイトルで、RI第3ゾーン	
ARC大之木精二様が講演をされました。
　講演の後には会員増強ディスカッションにな
り、大之木様による進行で「クラブの戦略計画

	 幹事　松尾　文隆
１．訃報
　1983〜1984年ガバナー
　逸見　嘉彦さん（西海病院/理事長）
　　7月21日ご逝去　86歳
　　本葬儀･告別式
　　日時／平成28年8月28日㈰　午前11時
　　場所／飛鳥会館（佐世保市元町）
　　ご自宅へのご弔問はご辞退されています。

２．台南ロータリークラブ
　「	季刊冊子	 2015-2016年春号	冬号」が届いて
おります。

３．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2016年8月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円です。（参考：7月＝102円）

４．国際ロータリー日本事務局　クラブ･地区支援室
　	お盆休みや台風等による例会取り消しが多く
のクラブで生じるため、例会の取り消し規定
の補足資料案内。
　　2016年規定審議会において可決された
　　	−制定案16−26『例会取消の規定を改正す

る件』
　　	−制定案16−21『クラブ例会と出席に柔軟
性を認める件』	 （添付資料参照）

５．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　	普通寄付金分の確定申告用領収証の発行について
　（	クラブ会費を個人支払いの方は普通寄付金の
確定申告用領収証を申告いたしますので、事
務局へお申し出ください。）

６．国際ロータリー第2740地区ガバナー	
	 㟢永　　剛さん
　　米山奨学委員長		 大家　和義さん
　米山奨学生の“出前卓話”ご利用の要請
　申し込み書締め切り日　8月19日㈮

７．第2740地区ガバナー事務所
　盆休みのお知らせ
　　8月11日（木･祝）〜8月16日㈫

８．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

９．平戸ロータリークラブ
　「クラブ活動計画･報告書」が届いております。

10．国際ロータリー第2740地区ローターアクト
　「	ローターアクト通信	June.2016」が届いております。

委員会報告幹 事 報 告
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と会員増強」「若手会員と女性会員へのアプロー
チ」という内容で参加会員と討議しました。
　この会議を参考に、当クラブの魅力を一人で
も多くお伝えしていかなければと再確認いたし
ました。

田口　恵介
　2年間という短い期間でした
が、ありがとうございました。
　当初は（今でも？）ロータリーク
ラブで自分が何をやるのか、よ
く分かっていませんでしたが、
とにかく例会に出席することだけを心掛けまし
た。結果、ホームクラブ99％出席でした。忘年
家族会で、時代劇「暴れん坊将軍」の切られ役
をしたり、蝶ネクタイをして合唱団に入れてい
ただいたりしたことが思い出です。

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
○結婚記念月のお祝い
　溝口　尚則・圭子さん	ご夫妻（29日）

	 親睦活動委員会　松本　淳也
佐世保南RC　太田　博道さん
　今年度、早くも2回目です。本日もよろしく
お願いします。

エコー電子工業　池内　章雄様
　本日、佐世保南RCより参りました。よろしく
お願い致します。

田口　恵介さん
　今月末をもちまして、東京の本店国際部に異
動となります。わずか2年間のロータリアン生活
でしたが、皆様大変有り難うございました。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、納所　佳民さん
中村　徳裕さん

　田口支店長、お疲れ様でした。東京本部での
ご活躍を祈念申しあげます。

芹野　隆英さん
　名誉会員であられた、米海軍佐世保基地のロッ
ク前司令官が、少将、アドミラルに昇進されたと
いう事でニコニコします。ワシントンD.C.でも何
番目かに偉い人になったらしいです（笑）。

平尾　幸一さん
「ロータリーの絆に感謝します」
　遠田パスト会長に大変お世話になりました。
　先週、韓国から佐世保へ来ている留学生が佐世
保中央病院へ救急搬送され、非常に重い肝臓の病
気で早急な肝臓移植が必要な状態でした。翌日、
韓国からご両親が来られ、韓国に連れ帰って自分
たちの肝臓を提供するということになり、急遽、
韓国で肝移植が可能な病院を探さなければならな
くなりました。そこで、遠田さんに、韓国のRCを
通じて探せないでしょうかとお尋ねしたところ、
佐世保中央RCが韓国のクラブと姉妹クラブになっ
ているということで、佐世保中央RCの馬場貴博さ
んをご紹介いただきました。結局、韓国のRCへ話
が行く前に、別ルートの手配が奏功し、翌日には
ソウルの大学へ転院させることができました。遠
田パスト会長には、ほろ酔い加減の時にお骨折り
いただき、ありがとうございました。

クラブ広報委員会　委員長　黒木　政純さん
　「ロータリーの友」7月号の縦組みの巻頭に、
北海道の中頓別RCの歯科医師の講演内容が掲載
されています。中頓別町は当時も人口3,000にも
満たない町で、冬はマイナス30度にもなる牧場
と山林しかない所です。会員も10数名の小さな
クラブですが、私が26年前にロータリアンを始
めた思い出深いRCです。懐かしい町の風景と、
何よりクラブが健在なことに感激しましたの
で、ニコニコします。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
米倉洋一郎さん、坂本　　敏さん
納所　佳民さん、草津　栄良さん
廣瀬　章博さん、木下　貴夫さん
西田　勝彦さん、古賀　　巖さん
前田　恭宏さん、有薗　良太さん
平尾　幸一さん、石田　謙二さん
黒木　政純さん、中村　徳裕さん
　德川晃尚さんの卓話に期待してニコニコします。

慶　　　祝

退 会 挨 拶

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　28,000 円

	 累　　計	 141,000 円

◇
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	 指揮　髙田　俊夫

「海」合唱　　作詞・作曲：不詳

1913年（大正2年）に発行された『尋常小学唱歌	第五
学年用』にて発表。昼夜の海の情景を歌った曲。

『放送業界を取り巻く環境、
　　　ローカル局の視点で』

　株式会社テレビ長崎
　佐世保支社長
　　　德川　晃尚さん
　テレビを取り巻く環境は、地
デジ移行後に劇的に変化しました。インターネ
ットの普及、スマートフォンの普及、facebookな
どSNSの発達、撮影・送信機材の進化（4Ｋ、8Ｋ
などの高精細画像）に後押しされる形で変化は加
速しています。
　日常の生活の中で見ていくと、特に若い世代
には新聞のラジオ・テレビ欄を見る必要がなく
なりました。地デジテレビで表示できる電子番
組表、またはインターネットのHPにアップされ
ている番組表を見れば良いのです。加えて、録
画システムがついたテレビですと電子番組表を
表示させ予約録画の設定までできてしまいま
す。視聴者は私たちテレビ局が作る番組プログ
ラムに行動を合わせる生活から解放されたので
す。また、キー局が行っているインターネットで
の見逃し配信も利用できます。
　さらにテレビの速報性という強みについても
スマートフォンが急速に普及し、電波のつなが
るところであればいつでもどこでも映像付きで
速報に接することができるようになりテレビの
「速報性」の強みは薄れつつあります。
　次は経営という面から考えてみましょう。こ
れまでキー局とローカル局は主にクライアント
さんに番組提供をしていただく、スポットCMを
買っていただく、一緒にイベントを行うといっ
た売上額は違うものの商品はほぼ同じでした。
しかし、近年、キー局は海外のコンテンツ提供
会社と提携した動画配信サービス、映画製作、

ゲーム会社と提携したゲーム開発など多様な収
入源を求めて取り組む分野を拡大しています。
現在はまもなくやってくるVR、バーチャルリア
リティの時代に備えているようです。
　明らかにローカル局は同じことはできませ
ん。そこで我々ローカル局がどのように生き残
っていくかということです。キー局を頂点とす
る系列というものがあるにしてもいかに独自性
を出して地域に密着していくしかないと思いま
す。例え方が適切ではないかもしれないのです
が、地域に密着し、地域が発展していくために
なくてはならない歯車としてしっかり機能して
いくことで県民の皆様、地元経済界の皆様など
から応援していただける局になっていくことが
大事だと思います。
　加えて、自社で収録、制作したローカルコン
テンツの価値をいかに上げていくか、直接世界
にコンテンツ（番組や映像）を発信する仕組み
を作り、限られた日本の市場だけではなく、国
際市場で勝負できる体制を整えていけるかも課
題だと思っています。

以上

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊8月  例会卓話者予定＊	

８月10日	 指定休会日

８月17日	 久留米大学		法学部		教授
	 　　　　　	 児玉　昌己	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月16日㈫　17:00〜（夏休みにつき）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月10日㈬　19:00（食事開始）〜	に変更
会場／長崎国際大学	食堂

＊	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。

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：平尾　幸一）

歌の時間

卓　　話


