
会長　中島　祥一君
1回例会が休みになると、とても長期間休

んだような気がします。
ものすごい雨風が過ぎたとたん、能登半

島で震度の大きな地震がありました。まだ
まだ余震が続いているようです。あまりに
地震活動が活発でなかった場所での地震。
自然の力の大きさと、不気味さに今更のよ
うに驚いています。
なんとなく不規則な冬が終わり、柔らか

な日差しがやってまいりました。卒業式も
終わり、名切の2000年桜は散り、山桜は満
開です。そして、にぎやかな地方選も始ま
ろうとしています。
6カ国協議は北朝鮮に肩透かしを食らった

ようにいつの間にか何も決まらず終わってし
まいました。一方、TVでは中国の北朝鮮向
け貿易が盛んになっていることを伝えていま
す。しかし、北朝鮮、イランに対し国連は制
裁決議を行っています。そんなこんなで3月
も去るようにして去ろうとしています。

○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 川添　忠彦君
○ゲスト
地区交換学生　侍

シ

依
イ

仁
ジャン

さん

幹事　富永　雅弘君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　島津　久厚君
事務局長　坂下　博康君

①米山奨学生の世話依頼について
②カウンセラー委嘱状　会員　森　信正君
③プロフィール
林
リン

欣儀
キ ン ギ

（女子25歳）台湾高雄県
長崎県立大学
奨学期間2007年4月～2008年3月
奨学金月額10万円
④2007年7月　表彰品一部改定のお知らせ
詳細は週報に掲載いたします。

２．ロータリーの友事務所
次年度（2007－2008年度）雑誌委員長へ
の「友」誌送付について
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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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10．理事会報告
藺新会員候補者入会伺い発送について
出田　研吾様
長崎新聞社　佐世保支社長　59歳
平尾　幸一様
佐世保中央病院　副院長　51歳

藺退会（3月31日付）
隈元　勝則君

■人間尊重委員会 委員長　千住　雅博君
佐世保市内ロータリークラブ共催事業で

あります、障害者優良雇用事業所及び優良
勤労障害者表彰式への出席を報告致します。
表彰式は3月19日に行われ、中島会長、富永
幹事、社会奉仕委員会飯田委員長および私
が出席致しました。本年度の主幹は佐世保
北ロータリークラブであり、障害者雇用優
良事業所として東洋装備有限会社（代表取
締役 前田政嗣様）、ならびに優良勤労障害
者として東洋装備に勤務される4名の方々に
対し表彰状の授与等が行われました。

■国際青少年計画 委員長　加納洋二郎君
3月18日長崎グラバーホテルにて第3回地

区交換学生オリエンテーションが開催され
ました。当クラブより地区委員木村公康君、
交換学生シーイージャンさん、そして私が
出席致しました。
ホストファミリー1名、ロータリ－クラブ

会員、来日学生、派遣学生が全体会議及び
分科会を行って種々の問題について討議が
なされました。
主な内容と致しましては、毎年地区委員

会より広報される交換学生募集に対して、
受け入れ可能クラブが減少しており、たび
たびミスマッチが発生しており、システム
の見直しが必要ではないかという提案がな
されました。
今後の地区事業継続のために解決しなけ

ればならない課題であると感じました。
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３．第2740地区ガバナー 田口　　厚君
ロータリーレート　1ドル 118円

４．佐世保東南ロータリークラブ
第35回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会申
し込みご案内
日時／平成19年5月13日豸

AM7:59 OUT．IN同時スタート
場所／ハウステンボスカントリークラブ
参加費／10,000円　パーティのみ6,000円
締め切り日／4月15日

参加費を添えて事務局まで

５．地区ローターアクト委員長 大島　　隆君
地区ローターアクト代表 荒木　真一君
年次大会ホストクラブ鹿島RAC

会長　蒲原　鉄児君
①第2740地区ローターアクト第25回年次大会
本登録のお願い
開催日時／2007年6月2日貍 15:00受付

スカイタワーホテル
16:30～開会式北公園
19:00～レセプション　清川
6月3日豸　受付　生涯学習センター

8:30～12:00 鹿島市内
②提唱ロータリークラブ負担金振込みのお願い
50,000円

６．佐世保市長 光武　　顕様
佐世保市立図書館への寄付についてお礼状

７．譛米山梅吉記念館理事長　内藤　成雄様
①全国一人100円募金運動のお願い
②米山梅吉記念館春季例祭
日時／平成19年4月28日貍　14:00～
場所／米山梅吉記念館ホール

８．譛佐世保地域文化事業団事務局長
小浦　康正様

平成19年3月末退任のご挨拶

９．会員　森　　信正君
組織変更　合資会社より株式会社森白汀
代表取締役　森　信正

委 員 会 報 告
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例会委員会　委員長　米倉洋一郎君

武井洋一君
3月25日、次男の再婚式をハウステンボス

ジェイアールホテルで行うことができまし
た。千住病院の千住雅博理事長様、ホテル
の町　孝社長様に大変お世話になりました。

宮内　一郎君、有薗　良太君
梅村　良輔君、峯　　博之君
山縣　義道君、米倉洋一郎君
橘F 克和君、芹野　隆英君
F田　俊夫君、福田　金治君
町　孝さんの卓話をたのしみにしてます。

田川　邦男君、池田　敏昭君
出席100％表彰ありがとうございます。

中川内眞三君、長島　　正君
藤井　　隆君、安福鴻之助君
武井　洋一君、梅村　良輔君
菅沼宏比古君、芹野　隆英君
加納洋二郎君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

古原　　進君
誕生祝いをもらいました。ありがとうご

ざいます。

F口純一君（東京海上日動火災）
このたび弊社は第三分野商品（医療保険、

がん保険、所得補償保険等）につきまして
4／2～7／1までの3か月間、金融庁より保険
業法に基づく一部業務停止命令を受けまし
た。保険金等のお支払い業務は保険会社の
基本的かつ最も重要な機能であるにもかか
わらず、今般行政処分を受けるに至り皆様
に多大なご迷惑をおかけしましたことを深
くお詫び申し上げます。（火災保険や自動車
保険等は通常通り営業させていただきま
す。）

朗遊会幹事　芹野　隆英君
都合で延期になっておりました朗遊会を、

4月28日貍 佐世保カントリーにて、AM11:50
スタートで開催します。出欠は次回例会で
案内をセルフボックスに入れておきますの
で、よろしくお願いします。
又、市内8RC親睦ゴルフ大会が5月13日豸

ハウステンボスカントリークラブで開催さ
れます。スタートはAM7:59です。
参加申し込み締め切りが4月15日迄となっ

ております。合わせてご案内しておきます。

出席委員会　峯　　博之君
○永年会員表彰

池田　敏昭君（31回）
辻　　昌宏君（24回）

○出席100％表彰

田川　邦男君

親睦活動委員会　長富　正博君
○結婚記念月のお祝い

山下　尚登・智子　様ご夫妻
藤井　　隆・眞紀子様ご夫妻
安福鴻之助・佐和子様ご夫妻
武井　洋一・幸子　様ご夫妻
長島　　正・圭子　様ご夫妻
辻　　昌宏・和美　様ご夫妻
吉松　哲範・秀子　様ご夫妻
外間　雅宏・豊子　様ご夫妻
中川内眞三・恵子　様ご夫妻
梅村　良輔・涼子　様ご夫妻
菅沼宏比古・美佐子様ご夫妻
芹野　隆英・洋司枝様ご夫妻
加納洋二郎・眞理　様ご夫妻
原口　増穂・紀代子様ご夫妻

ニコニコボックス朗 遊 会 よ り

慶　　　祝
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弊社では今般の処分を厳粛に受け止め、
深く反省するとともに、このような事態が
再び発生することのないよう、再発防止に
真摯に取り組み、皆様の信頼回復に取り組
んで参る所存でございます。

ロータリー情報委員会　菅沼宏比古君

「規定審議会（Council on Legislation）」

1905年にロータリーが誕生し
てから、ロータリーの諸規定は
生まれたり消えたり、補足され
たり、さまざまに変化してきま
した。3年に一度開かれる規定審議会で、ロ
ータリーの諸規定は現状に即しているかど
うかなど、見直しが行われます。

国際ロータリーの立法機関

規定審議会（Council on Legislation）は、
「ロータリーの議会」と通称されることもあ
りますが、やはり、RI定款にある「国際ロ
ータリーの立法機関」という表現が、正し
くその意味を表しているでしょう。「国際ロ
ータリーの立法機関」とは、RI定款第10条
に記されている言葉でもあります。
ロータリーの初期、国際ロータリーの決

まりごと、内規や定款の変更は年次大会で
発議され、投票によって決められていまし
たが、国際大会の出席者数が増えるにつれ、
公開討論をすること自体が難しくなってき
ました。そこで、提案が国際大会で票決さ

れる前に、これらについて討議・分析を行
う諮問グループとして、1934年に「規定審
議会」が創設され、1970年のアトランタ国
際大会で、この「規定審議会」をロータリ
ーの立法的、あるいは議事的な機関とする
ということが、決まりました。1974年以降、
手順やプログラムの微修正、ロータリーの
目標の根本的改正に至る数百に上る案件に
ついては、この場で審議しています。
現在、規定審議会の日程は「3年に1度、4

月、5月または6月、できれば4月に招集され
るものとする」と定義されています。場所
は原則、RI世界本部（アメリカ・イリノイ
州エバンストン）の近辺。今年2007年に、4
月22日から28日まで、シカゴで開催の予定
です。
審議会の決議は、ロータリーの活動に重

大な影響を与えることになります。例えば、
1986年審議会の決議からは「ポリオ・プラ
ス」が誕生しましたし、1989年審議会の決
議によって、女性会員が登場しました。

どんな人たちが集うの？

審議会は、クラブを代表して各地区から1
人派遣される、投票権をもった「規定審議
会代表議員」のほかに、職権上の資格をも
つ数人のメンバー、すなわちRI理事会メン
バー、理事エレクトと理事ノミニー、審議
会役員や特別議員、2人のタイムキーパー、
少なくとも10人以上の会場監督（SAA）で
構成されています。
世界から、500人以上の代表議員が集うこ

とになります。RI会長から特別の承認を受
けない限り、代表議員は、かつて地区ガバ
ナーとして一任期を満了した、RIの元役員
であるパストガバナーの中から、選出され
るのが原則。

ロータリアンが参加している会議です

各地区から1人、その地区のクラブを代表
する議員が審議会に派遣されるということ
は、地元の、クラブの目線をもつロータリ

ロータリー3分間情報

ニコニコボックス 本日合計 33,000円

累　　計 740,000円

◇
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アンが、ロータリーの国際的な会合に参加
するという意味合いを含んでいます。規定
審議会とは、ロータリアンがロータリー組
織の運営に関して、発言する機会というこ
となのです。
規定審議会とは、ロータリーのすべての

会員に、国際ロータリーの運営の条例に関
する変更のための、民主的な手続きの場な
のです。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
歌の時間「花」

『宿泊産業（ホテル・旅館）の
現状と課題』
会員　町　　　孝君

①旅館・ホテルはこのままでは半分しか残れ
ない？
ア．個人旅客のニーズに対応していかない
とダメ（量→質）
旅行市場→自分のお金、時間で旅行す

る人が増えた
飲食、宴会からリラックス
や体験に変化

これに対して…供給側　飲食サービス
重視…価値観のミスマッチ

イ．旅先、旅行時期の分散化により温泉観
光地の宿泊収容力は供給過剰が続く。
藺個人旅行が増加＝旅行目的も多様化 →
旅先も分散
かつては観光地と言えなかった工業都
市に近代産業遺産を訪ねる人
著名な山や海、湖が無くても素朴な自
然があればそこでのんびりしたい人も
いる。

平日に旅行可能な中高年女性や高齢者
の増加は盆、正月、ピーク時の入り込
み集中を緩和

ウ．滞在客、インバウンド客、リピータ客
の三つを開拓しないと市場は縮小する。
藺長期的には少子高齢化で国内観光宿泊
需要は減少
連泊と滞在を増やすには観光地の魅力
付けと食事提供の改革が不可欠
インバウンド対策…日本文化のアピー
ルと同時に食事への配慮、外国語の習
熟、リーズナブル料金

エ．ポイントは「風土の魅力」自然＋そこ
で暮らす人々の生活・集落

②なぜ旅館・ホテルがダメになったか？

ア．過剰開発で「自然の中でリラックスで
きる環境」を失った。
藺量ばかりを追求して、自然環境、田舎
の魅力を壊してしまった（増築競争、
規模拡大）。
温泉旅館・観光地のホテルの原点は「湯
治場」や「リフレッシュの場」であった
はず
器が大きければ団体客がとりやすい、
旅行会社にセールスしやすい → 規模
拡大

イ．団体、法人ばかり追い求めて料理や人
のサービスに傾斜しすぎた。（サービス
システムが軽視）
藺豪華なご馳走ばかり求め、リラックス
させることよりも至れりつくせりの飲
食サービス
重視したのが料理…結果的に品数や競
争懐石料理一辺倒　多種多様な食事の
魅力を演出できなかったのは、料理の
価値を品数だけで判断した旅行会社の
責任

ウ．差別化ができなかった…ホテルはある

卓　　話

委員会タイム
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（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

＊次回例会予告＊

観桜例会
富士国際ホテル　18:30～

程度カテゴリーがはっきりしている
（特徴を消してしまった）。

エ．旅行会社への依存度が高い → マーケテ
ィングの視点が欠ける（自らのセール
スポイントのPR不足）。

オ．損益管理がおろそかになった → 室料と
食事料が一体のため損益管理がおろそ
か

③どの分野、どのマーケットで生き残る

か？

お客様に選択権がある…同じ土俵、同じ
材料とテクニックを使用して競争しては
ダメ
ア．自分勝手にリラックスしたいお客さま
…プライバシー重視

イ．あれこれ世話をしてもらいたいお客さま
ア、イどちらも存在…すべてを適える
ことは無理
藺市場動向だけ見てターゲット客層をき
めたら同じ方向になる

蝸
敷地環境、経営者の得意分野、施設・
資金（自分の足元にあった居場所を決
める）

④対策

温泉旅館・観光地のホテルに求めるもの
リラックスとコミュニケーション
時間の束縛からの解放（リラックス）
おしゃべり（コミュニケーション）


