
会長　大神　邦明君
本日より2007～08年が始まり

ます。非才な私大神がこの１年
間、会長職を務めさせていただ
きます。言動に注意しつつ、誠
意と努力で押し進めてまいりた
いと思っております。皆様のご協力宜しくお
願い申しあげます。

本日1 0 : 30より市内RCクラブ会長・幹事
そろって、新市長 朝長則男様を表敬訪問し
てまいりました。

昨日（7/3 18 : 30～）第1回理事会を開催い
たしました。

理事会決議事項について報告致します。
①定例理事会の日時及び場所について
毎月第１例会日
11：00～　佐世保玉屋「玉昇庵」
②臨時理事会について
日時、場所は必要に応じてその都度決定する。

③例会の開催について
毎週水曜日：12:30～13:30 佐世保玉屋8階
指定休会日：2007年8月15日

2007年12月26日
2008年4月30日
（例会開催回数：48回）

④例会の変更について
今年度より夜例会を行う（年間5回）
⑤出席とみなす行事及び会合
1. 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクト
として、佐世保学園矯正教育活動。
2. その他の行事・会合については、理事会
の承認による。
3. 理事会の会合は本年度及び期前理事会と
する。

⑥理事会が承認する出席規定の適用の免除の
条件
1. 長期（4週間以上）にわたり、病気及び怪
我にて例会に出席が困難な時。
2. 会員本人の職業を遂行する為に、例会
（メークアップも含む）に出席困難な期間。
但し会費は必要です。

⑦入会金及び会費について
1. 入会金　5万円
2. 年会費　20万円（半期10万円）
3. 中途入会者会費は月額1万7千円とし、月
割りで計算する。

⑧クラブ資金取り扱い銀行の指定について
親和銀行本店
⑨クラブ所有資金の資金運用について
クラブが所有している資金を、銀行定期
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2. ガバナー公式訪問歓迎会
…佐世保東南RC

3. 市内8RC合同親睦ゴルフ大会
…ハウステンボス佐世保RC

⑯全例会を禁煙例会とする。
⑰観桜例会・観月例会の会費は3,000円とする。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
佐世保南RC 前田　力弘君
○ゲスト
地区交換学生　　侍
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幹事　中村　徳裕君
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　坂田　博康君

①2007年度上期普通寄付金のお
願い
②表彰品（表彰制度）改定のお知らせ（再）
③オリジナル切手シート頒布のご案内
1シート　80円切手10枚
価格　1シート1,000円

２．第2740地区 直前ガバナー田口　　厚君
直前地区幹事吉田　正和君

「ガバナー事務所閉鎖」ならびに「直前ガバ
ナー事務所開設」のお知らせ
〒850-0854 長崎市銀屋町3-12
譖是真会　銀屋町診療所5Ｆ
TEL 095-818-2660 FAX 095-818-2663
E-mail:ni2740＠juno.ocn.ne.jp

３．国際ロータリー
rotarian 誌6月号

４．唐津ロータリークラブ
会長　大串　重幸君

創立50周年記念誌送付について

以外で資金運用を行う時、パスト会長会の
承認を経て国際交流基金運営・運用委員会
の承認を得ることとする。
⑩ニコニコボックス会計からの支出について
奉仕活動の為にパスト会長会承認の上、

前年度ニコニコボックス会計に繰り入れた
金額のうち、30％を上限として、必要に応
じクラブが行う奉仕活動に支出できるもの
とする。
⑪支払いの手順について
全ての勘定書は、役員2名の署名する伝

票に基づき会計より支払われるものとし、
少額支払いのための手許現金は5万円まで
とする。
本クラブのすべての会計事務については

毎年1回、本クラブの任命する監事によって
全面的な監査が行われなければならない。
⑫職務の代行について
1. 会長不在の場合は、副会長が会長の職務
を代行する。
2. 会長、副会長不在の場合は、直前会長が
会長の職務を代行する。
3. 会長、副会長、直前会長が不在の場合は
大委員長が会長の職務を代行する。
※順序：クラブ奉仕委員長、職業奉仕委員

長、社会奉仕委員長、国際奉仕委
員長

4. 幹事不在の場合は、副幹事が幹事の職務
を代行する。
5. 幹事、副幹事が不在の場合は、SAAが幹
事の職務を代行する。

⑬名誉会員について
海上自衛隊佐世保地方総監部　総監

赤星　慶治様
米海軍佐世保基地　司令官

ティルマンＤ. ペイン様
陸上自衛隊第3教育団　団長

中野陽一郎様
⑭市内クラブのビジターフィーについて
市内クラブ2,500円
ＨＴＢ佐世保クラブ3,000円
⑮市内クラブ共催事業の担当について
1. 障害者雇用優良事業所及び優良障害者従
業員表彰 …………………佐世保中央RC
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米倉洋一郎君、加納洋二郎君、木村　公康君
役員交代式では、たくさんの方々にご出席
いただきありがとうございました。今年1年
宜しくお願いします。

安福鴻之助君
だいしん丸の船出を祝って。

田中　龍治君
6月30日の役員交代式並びに懇親会は、事

務局の皆さまお疲れさまでした。また、当日
のご利用ありがとうございました。私事で恐
縮ですが、6月29日に初めて株主総会を務め
させていただき、2年間の役員就任を認めて
いただきました。今後も努力してまいります
ので、何卒ご支援、ご指導をよろしくお願い
致します。

F口　純一君
業務停止解除となりロータリー活動を再開
する事ができました。お休みしていました3
ヵ月ご迷惑をおかけして申し訳ありませんで
した。

平尾　幸一君
役員交代式でカメラマンを務めさせていた
だきましたが、シャッターチャンスを逃がし、
お辞儀をされた瞬間に撮影しました。申し訳
ありません、ということでニコニコします。

森　　信正君
先週欠席でした。結婚記念月のお祝い有難
うございました。

古原　　進君
結婚祝いをいただきありがとうございま

した。
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５．佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
会長　宮原　明夫様

平成19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
一口100円 1年間

■親睦活動委員会 委員長　加納洋二郎君
6月30日開催の役員交代式・記念懇親会に

は多数のご出席ありがとうございました。83
名の出席でした。西村SAA、クラブ奉仕委員
会米倉委員長共々、そして親睦委員会を代表
してお礼申しあげます。そして、これからの
１年間宜しくお願い申しあげます。。早速の
お願いですが、大神丸の船出に際して各テー
ブルにニコニコBOXを設置してありますの
で、ご協力宜しくお願い致します。

■前年度国際青少年計画
委員長　加納洋二郎君

7月24日貂 18:00よりイージャンさんの送別
会を行います。帰国は8月4日福岡より発ちま
す。当日の送別会には、当クラブ派遣学生
松永夕加さんも帰国予定のため、送別会と慰
労会をダブルで行いたいと思います。

朗遊会幹事　芹野　隆英君
7月21日貍 11:30 佐世保カントリークラブ

（石盛）にて、役員交代式記念ゴルフ大会を
開催いたします。また、当日夜6時半より、
懇親会を東風にて行います。多くの皆様のご
参加をお願いいたします。

親睦活動委員会　副委員長　木村　公康君

大神　邦明会長、梅村　良輔副会長
中村　徳裕幹事、有薗　良太副幹事
本日より会長、副会長、幹事、副幹事、誠

意と努力を注ぎ責務に努めます。この1年皆様
のご支援、ご協力宜しくお願い申しあげます。

委 員 会 報 告

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 61,000円

累　　計 61,000円

◇

朗 遊 会 よ り
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（今週の担当　山下　尚登）

ロータリー情報委員会
委員長　F田　俊夫君

『ロータリークラブについての基礎的な知識』
【ロータリーの生い立ち】
盧ロータリークラブの誕生した年
1905年2月23日、シカゴのディアボーン街

のユニティ・ビルでポール・ハリスとほか3名
の仲間「ガスターバス・ローア」「ハイラ
ム・ショーレイ」「シルベスター・シール」が
集まり、第1回の会合を開きました。ユニテ
ィ・ビルは既に取り壊されておりますが、当
時使っていた部屋はエバンストンのロータリ
ー本部に再現されています。
この最初の会合を開いた部屋はガスターバ
スの事務所、第2回はポールの事務所、第3回
はシルベスターの事務所、第4回はハイラム
の事務所で行われております。この様に当初
は会員の事務所を順番に会場とした事が「ロ
ータリークラブ」の由来とも言われています。

盪日本のロータリーの始まり
わが国のロータリークラブは1920年（大正
9年）10月20日、当時三井銀行の重役であっ
た米山梅吉氏が初めて東京にこれを創立し、
1921年4月1日、世界で855番目のクラブとし
て加盟承認されました。
第2次大戦中はしばらく加盟を取り消され

ましたが、戦後は再び加盟が承認されました。

蘯ロータリークラブに入会した最初の日本人
1914年（大正3年）に、佐賀県有田町出身

の福島喜三次氏が当時三井物産のダラス出張
所長をされており、その関係でダラス市のロ
ータリークラブに入会されました。福島氏が
ロータリークラブに在籍中に、米山梅吉氏が
経済使節団として訪米の折り、福島さんの自
宅を訪問されたとの記録が残っております。

福島さんの出身地有田をテリトリーとして
設立されているクラブが有田RCで、クラブ
で福島顕彰碑を建立され、福島記念奨学金制
度も作られております。

盻女性ロータリアンの誕生
1989年1月末に開催されたシンガポール規

定審議会に於いて、女性もロータリークラブ
に入会できる様になりました。
女性がロータリークラブに入会できる様に
なるまでの経緯につきましては、米国のクラ
ブでは女性を男性名で入会させたり、女性名
でそのまま入会させたクラブがありました。
国際ロータリーよりの退会勧告に従わない
クラブは除名処分を受けました。
従いまして、1986年の標準ロータリークラ
ブ定款までは会員資格は「善良な成人男子」
と記載されていたのが、1989年以降の標準ロ
ータリークラブ定款では「善良な成人」とな
っています。
現在では、女性会長はもちろん、全世界の
ガバナーも10％位は女性の方がおられます。

■会長　大神　邦明君

■クラブ奉仕委員長
米倉洋一郎君

■梅村　良輔副会長

詳細は後日、クラブ活動報告
書に記載されます。

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

ロータリー3分間情報




