
会長　中島　祥一君

巡る季節で「ふと」立ち止まるときがある。
季節を越えることは幸福と不幸の境目だ。と
ある人が言いました。
水関係の悲しいニュースが続きますが、あ
まりにも関係者がずさんすぎるのではないで
しょうか。
北朝鮮が南北非武装地帯内の軍事境界線付
近で韓国軍、監視所へ2発、発砲。そのお返
しに韓国が6発、応射

おうしゃ

したそうです。
イスラエルとヒズボラ、アフガン、イラク、
イラン、トルコ、あちらこちらで、きな臭い
紛争が竜巻のように起こっています。
ガソリンは史上最高値、新聞の見出しは大
賑わいです。
メル・ギブソンという俳優さんが、メキシ
コ災害救援に国際ロータリーのロータリー財
団を通じて100万ドル寄付しました。ところ
が先日飲酒運転で逮捕されたとき、ユダヤ人
蔑視
べ っ し

の発言をしたとか、しないとかで波紋が
広がっているとのこと。夏の暑さに皆少し狂
いが生じているのでしょうか。気をつけまし
ょう。
王監督が退院されました。

理事会で、観月例会の日程を9月20日から9
月13日に変更しております。
台南RC訪問を11月2日～5日、ラホヤRC60

周年式典は2007年4月14日の予定です。姉妹
クラブ訪問へ会員の皆様、多数の参加をお願
いします。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」

幹事　富永　雅弘君

１．2005～07RI 理事 重田　政信君
2006～08RI 理事 渡辺　好政君
RI 理事エレクト 小沢　一彦君
日韓親善委員会委員長 丸山　　宏君
連絡幹事 黒田　正宏君

第8回ロータリー韓日親善会議ご参加への
お願い
日　時／2006年9月8日貊～9日貍
会　場／グランドハイアットソウル
登録料／20,000円
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佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 
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２．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

10周年記念誌送付のご案内

３．佐世保南ロータリークラブ

佐世保東ロータリークラブ

「クラブ現況と活動報告書」

４．聖和女子学院 学校長　服部　悦子様

暑中お見舞い

■ローターアクト委員会

新世代担当理事

増本　一也君

ローターアクト新旧交代式
日時／平成18年7月30日豸 12 : 30
場所／セントラルホテル佐世保

◎佐世保RAC：弥富新会長
◎長崎国際大学RAC：西山新会長

〈佐世保RC出席者〉
中島　祥一会長、 富永　雅弘幹事
木村　公康副幹事、安部　直樹君
玉野　哲雄君、 大神　邦明君
福田　金治君、 増本　一也君

※佐世保RACは、弥富会長1名だけとなって
います。会員増強に皆様ご尽力の程、よろ
しくお願いします。

■国際青少年計画委員会

国際奉仕委員長

長島　　正君

交換学生来日
Shin Yi - jenさん
台北より来日
8月22日貂 19:30 福岡空港着
加納委員長以下、私と担当委員会メンバー
で迎えに参ります。

■財団奨学・米山委員会

委員長　川冨　正弘君

長島　正君より、ロータリー
財団 マルチプル・ポール・ハリ
ス・フェローへ1,000ドルの寄付をいただきま
した。

朗遊会幹事　芹野　隆英 君

役員交代記念ゴルフ大会を去
る7月29日 佐世保カントリーク
ラブにて晴天のもと、無事開催
することができました。優勝は
田中丸善保さん、準優勝 大神　邦明さん、3
位 木村　公康さんという結果となりました。
おめでとうございました。

例会委員会　委員長　米倉洋一郎 君

山下　　登君、山下　尚登君

玉屋さんの200周年には及びませんが、今
月で当社山下医科器械も創業80年となりまし
た。これもお得意様をはじめ、皆様のご支援、
ご愛顧の賜物と感謝申しあげます。

（2）

ニコニコボックス

委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り



『証券市場について』

会員　三浦桂一郎君

本日、「山下医科器械」の東証2部市場に
上場されたことから、市場について卓話をと
仰せつかりましたので、今回「上場と市場に
ついて」お話申しあげます。
さて、皆さんにとって「上場」の意味合い
をどうお考えでしょうか。

●上場の意義

株券が上場された会社（上場会社）につい
ては、
１．公募による時価発行増資、新株予約権
付社債の発行等、直接金融の道が開かれ、
資金調達能力が増大することにより、体
質の改善・充実を図ることができます。
２．社会的に認知され、将来性のある企業
というステイタスが得られ、会社の知名
度の向上と取引先・金融機関等に対する
社会的信用が高まります。
３．個人的な経営から脱却し、組織的な運
営が構築され、内部管理体制の充実が図
られます。
その一方で、投資者保護の観点から、決算
発表、企業内容の適時・適切な開示が要求さ
れ、新たな社会的責任や義務が生じます。
とくに、「山下医科器械株式会社」の山下

社長が、このような会で会社の業務内容や今
後の見通しなどを発言されますと「インサイ
ダー取引（内部者取引）」として証券取引法
において規制・罰則の対象となります。安易
に発言できない事情がありますので大変かと
思います。

●新規上場

新たに株券を上場しようとする新規上場申

三浦桂一郎君

「株」の話で「おみみ」をけがします。

中島　祥一会長、F田　俊夫君
福田　金治君、 米倉洋一郎君
有薗　良太君、 増本　一也君
橘F 克和君、 黒木　政純君
松尾　文隆君

三浦さんの卓話に期待して。

町　　　孝君

先週は例会日に福岡の城南ロータリークラ
ブで卓話をしてきました。佐世保ロータリー
の宣伝をきっちりしてきました。

木村　公康君、大神　邦明君

役員交代式記念ゴルフ（朗遊会）にて入賞
しましたので。

芹野　隆英君

おかげさまをもちまして、去る7月29日、
朗遊会を無事終了することができました。あ
りがとうございました。また、本年は幹事と
いうことで、皆様のお世話をさせていただく
事になりましたので、改めてよろしくお願い
申しあげます。

玉井　　晃君

新たな海自の情報漏洩の恐れが報じられて
います。
中国の女の子に弱いのは、我々共通の

DNAでしょうか。
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以上、上場と市場について申しあげました。
かねてより「株券の電子化」についてお伝え
しておりますが、皆様のお手元に上場会社か
らの「議決権通知」や「決議ご通知」の書類
の中にも配布されてきているかと思います。
特に株式会社からそうした書類が来ても本券
が無いからとか、相続の手続きをしていない
からと、そのままにしておりますと株主の権
利を失い、譲渡できなくなるおそれがありま
すので、十分注意をお願いいたします。なお、
証券会社に預けているからと安心はできませ
ん。必ず、証券会社を通して保管振替機構に
預託なさってください。

ご清聴ありがとうございました。

（4）

（今週の担当　松尾　文隆）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

請会社は「株券上場審査基準」（資料1）にお
ける数値基準に適合したものについて、企業
内容などの開示を適切に行うことができる状
況にあるか否か、事業を公正かつ忠実に遂行
しているか否かなどについて審査が行われ、
その結果、上場が認められた株券が上場され
ることになります。

●証券取引所

証券取引所は現在6証券取引所があり、東
京、大阪、名古屋、福岡、札幌の5証券取引
所と日本証券業協会が店頭登録制度創設にと
もない、日本証券業協会と証券会社の共同出
資によって日本店頭証券株式会社が設立さ
れ、振興市場向けの登録（上場）会社を上場
するジャスダック証券取引所の6つの取引所
があります。

●市場とは

その5つの証券取引所のなかで、東京、大
阪、名古屋には1部市場、2部市場があり、新
興企業向けの市場（店頭市場）として、東京
証券取引所には東京マザーズ、大阪にはニッ
ポン・ニュー・マーケット（ヘラクレス）、名古
屋にはセントレックス、札幌にはアンビシャ
ス、福岡にはQ-Boardがあります。
卸売市場を想像してみてください。

なお、上場審査において幹事証券会社が上
場に係る上場する会社のあらゆる資料作成や
上場予想価格の提示等を支援し、株券売り出
しの公募引き受け会社の役割を持って上場し
てまいりますが、当社にはその免許資格があ
りませんので、販売会社として参加しており
ます。

＊次週例会予告＊

太田晴康ガバナー補佐訪問例会


