
時の新聞の切り抜きが添えてありました。
　「佐世保ロータリークラブは、十六日例会を開
き、初代会長	故田中丸善重氏の霊に黙祷を捧
げ、次いで当クラブから市内各学校に“ロータ
リー四つのテスト”を寄贈し、それに対しての
感想文を募集していたので、その入選者九名
に、千住会長から表彰状と賞品を贈り…」と記
してありました。その9名の中に、私の姉が入っ
ていたため、母が切り抜いていたものだと思い
ます。9月新世代月間にちなみ、昭和33年（1958
年）、創立7年目、今から55年前の佐世保ロータ
リークラブの、新世代に対する活動を記した資料
を発見いたしましたので、ご披露いたしました。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
　久留米大学	法学部	
　教授　児玉　昌己	様
○ビジター
　	有田RC　岩尾　慶一さん

	 幹事　増本　一也さん

１．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ・地区支援室 島村　耕介さん
　①	米国時間8月26日付で、RI公式ウェブサイト
(www.rotary.org) が一新される予定のお知らせ

　②RI公式ウェブサイトリニューアルのお知らせ

	 会長　石井　正剛さん

　日本時間8月22日、大リーガー
イチローが、日米通算4,000本安
打を達成しました。この4,000本
安打も日米通算という事で、公式
記録として認められるか、物議を
醸しております。日米の野球の記録に関して
は、いつも問題視されます。ホームラン記録も
そうでした。同じスポーツであっても、尺度と
文化の違う中で記録を論じても、結論を出すの
は難しいのでしょうか。
　しかし、ロータリーにおいては、人種や文化
の違いがあっても、200カ国	120万人の全てのロ
ータリアンが、9月は新世代月間としての活動を
行います。これは「年齢30歳までの若い人の育
成を支援する全てのロータリー活動に焦点をあ
てるための月間」です。「各ロータリアンは、青
少年の模範である」という標語もあります。
　先日新聞に、8月24日、夏休み木工教室が開か
れ、親子100人が参加、白岳町坂元木工工芸（坂元
崇社長）との記事がありました。恐らく、ロータ
リーの新世代月間を踏まえて、親子のふれあい
イベントを、会社を上げて計画されたのだと思
います。我がクラブ会員の方の活動の一端をご
紹介しました。
　私は、お盆休みに、1冊のアルバムを見つけま
した。見覚えのない、色鮮やかな薄いブルーのア
ルバムでした。誰のだろうと、ページをめくった
1ページに、「贈	佐世保ロータリー倶楽部	昭和
三十三年七月十六日」と達筆な文字と同時に、当
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2013～2014年度 テーマ ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES　̶ ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を ̶
2013～2014年度 R.I.会長 ロンＤ・バートン （米国オクラホマ州・ノーマンRC）
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　�2013-14年度ロータリー財団セミナーのご案内
　日時／2013年10月20日㈰　12:30～	受付開始
　　　　		13:00～	セミナー　17:00	閉会予定
　場所／佐世保市労働福祉センター
　　　　　　　　　	（佐世保市稲荷町）
　出席者／	クラブ該当者　担当地区副幹事、クラ

ブ会長、クラブ会長エレクト、クラブ
ロータリー財団担当者

８．第2740地区ガバナー事務所　
　	2740地区ホームページが更新（8月22日、27日）
されています。

９．第2740地区
 ガバナー・エレクト　宮﨑　清彰さん
 次期地区幹事　森　栄一郎さん
　ガバナー・エレクト事務所開設のご案内
　　所在地／	〒854-0016
　　　　　　長崎県諫早市高城町5-10-302
　　TEL	0957-56-9331		FAX	0957-56-9332
　　E-mail：ri2740miyazaki@axel.ocn.ne.jp
　　執務時間／9:00～17:00（月～金曜日）
　　事務局長／大石　竜基　
　　事務局／宮田真由美

10．武雄RC 会長 井上　俊正さん
　　インターアクト年次大会
  実行委員長　久保　康俊さん
　	2013-2014年度インターアクト年次大会終了お礼

■親睦活動委員会 米倉　洋一郎さん

観月例会のご案内
　恒例の観月例会を下記のとおり
開催いたします。多数ご出席を頂
きますようお願い致します。

　日時／2013年9月11日㈬		18:30
　会場／富士国際ホテル（TEL	24-5931）
　会費／不要

■出席・例会委員会 委員長　黒木　政純さん
メークアップ協力のお願い
会員資格を失わない最低限度の出席
　クラブ定款で会員資格を失わな
いための最低限度の出席は次のよ
うに記載されています。
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２．国際ロータリー日本事務局経理室
　	2013年9月のロータリーレートは、1ドル＝100円
（参考：8月ロータリーレート	100円）のお知らせ

３．第2530地区
　　2013-2014年度ガバナー 渡邉　公平さん
　　社会奉仕委員会委員長 伊野　勝彦さん
　�第2530地区「会津の里にこらんしょ！」開催の
ご案内
　　期間／9月14日㈯～10月14日（月・祝）

４．2012-14年度国際ロータリー理事
 　松宮　　剛さん
　　2013-15年度国際ロータリー理事
 　北　　清治さん
　　日韓親善委員会　委員長 今井　鎮雄さん
　�第12回�日韓親善会議ご参加のお願い（締め切
り日延長）
　　日程／2013年10月19日㈯～20日㈰
　　会場／グランド・ハイアットホテル（韓国・ソウル）
　　登録料／￥22,000
　　登録締切／9月10日㈫
　日本からの参加者目標を400名以上

５．第2740地　区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　財団委員長 山田　　晃さん
　　補助金委員長 西川　義文さん
　	2013-14年度地区補助金	決定通知書が届いて
おります。
　　	プロジェクト名：佐世保学園（更生施設）「社
会を明るくする運動」意見発表会

　　補助金額	360米ドル
　　【摘要RIレート	8月	＄1＝￥100】

６．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　財団奨学・米山委員会
 　委員長　野口　道夫さん
　�第3回地区ロータリー財団奨学・学友委員会な
らびに2014-15年度ロータリー財団・奨学生選
考会の開催案内
　　日時／2013年9月22日㈰　委員会	13:00～
　　場所／アルカスSASEBO
　　出席者／	クラブ該当者
　　　　　　地区財団委員会副幹事

７．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　ガバナー・エレクト 宮﨑　清彰さん
　　ロータリー財団委員会
 　　委員長　山田　　晃さん

委員会報告



資金推進・財団・米山委員会 委員長
第2740地区ポリオ・プラス委員長
 　溝口　尚則さん
　ロータリー財団では、ロータリー
カードとして利用してもらえば、
その額の0.3％が、財団に寄附され
るようなシステムになっていま
す。また法人カードには1枚につき
20枚のETCカードが利用できます。ぜひカード
を作り、寄附を!!

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

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、長島　　正さん
田中丸善保さん
　久留米大学	法学部教授	児玉昌己様の「EU拡
大と英国EU脱退の動き	－発展か瓦解か－	」と
題しての卓話に期待して。

有田RC　岩尾　慶一さん
　お世話になります。所用により早退致します。

玉野　哲雄さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

[1]	上期、下期ともメークアップを含む例会出席
率が60％以上

[2]	上期、下期ともホームクラブ出席率30％以上
[3]連続して例会を4回以上欠席しないこと

クラブ定款　第9条　出席
第１節　一般規定。各会員は本クラブの例会に
出席するべきものとする。次のような方法で欠
席をメークアップしなければならない。
(a)	例会前後の14日間。例会の定例の時の前14日
または後14日以内に、

　⑴	他のロータリー・クラブの例会の少なくとも
60パーセントに出席すること。または、

　⑵	ローターアクト・クラブ、インターアクト・ク
ラブの例会に出席すること。または、

　⑶	R I国際大会、ロータリー地区大会、ロータ
リー地区協議会、RI理事会の指示の下に開催
された地区会合、地区ガバナーの指示の下に
開催された地区委員会、または都市連合会
(IM)に出席すること。または、

　⑷	他クラブの例会に出席の目的をもってそのク
ラブの例会定刻に定例会場に赴いたとき、当
該クラブが、定例の時間または場所において
例会を開いていなかった場合。または、

　⑸	理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトま
たはクラブが提唱した地域社会の行事や会
合に出席すること。または、

　⑹	理事会の会合、または理事会が承認した場
合、選任された奉仕委員会の会合に出席す
ること。または、

　⑺	クラブのウェブサイトを通じて、平均30分
の参加が義務づけられた相互参加型の活動
に参加すること（Eクラブへの参加）。

　メークアップは必ず自己申告してください（事
務局または出席・例会委員会へ）。

	 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　今度の土曜日、第1回目の朗遊会を企画してお
りますが、台風の為、中止か否か金曜の昼まで
に決めさせて頂き報告いたします。
　セルフボックスに収支報告書と成績表を入れ
ております。
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ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス	 本日合計	 　7,000 円

	 累　　計	 205,000 円

◇

朗遊会より

ロータリー 3分間情報
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（今週の担当　大久保利博）
（カメラ担当　白田　浩一）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊9月  例会予定＊

　9月11日	 観月例会	　

　9月18日	 会員　松尾　慶一さん
　9月25日	 佐世保市ＰＴＡ連合会会長
　　　　　　　　　中倉　まち子	様

『EU拡大と英国EU脱退の動き －発展か瓦解か－』

　久留米大学 法学部 
　　教授　児玉　昌己 様

　EUでは深化deepnessと拡大
enlargementという言葉。前者はヨ
ーロッパ統合の質的発展と連邦的統合の強化をい
う。後者はEU加盟国の数的増大33を目指して進
むEU。EUに加盟することは、EUの7つの機関
をはじめすべての組織に人を出し、コミットす
る。EUの主要機関は以下の7つ。欧州理事会、
閣僚理事会、欧州委員会、欧州議会、欧州司法裁
判所、欧州中央銀行、欧州会計検査院。

今後のEU加盟見通し：
　旧ユーゴの各国、アルバニア、マケドニア、
コソボ、セルビア、モンテネグロなど33を目指
して進む。ちなみに、加盟問題での最大の課題は
トルコ。その加盟の可能性は？	EU加盟の承認は
28か国の全会一致。宗教としてのイスラムは加
盟反対理由にできない、EUの思想信条宗教の自
由。阻害要因は加盟国、フランスの国民投票。強
い反対傾向。

　EUは危機を通して連邦的統合を強化。国家の
個別的対応では危機は乗り切れない。
　ユーロ危機もその例。ユーロ危機はEUの一体
としての権限強化を生んでいる。ユーロ圏と非ユ
ーロ圏の分断状況の広がり、イギリスの焦燥感。

ユーロ危機の原因：
　財政と金融の分断、ソブリン債危機、ソブリン
とは国家主権下にあるという意味で、ソブリン債
は国債。ユーロ圏ではあるが、経済ファンダメン
タルズを反映し、金利格差。資金調達の困難。南
欧の国債のジャンク化。
　財政では財政条約の締結	Fiscal	Compact	放漫
財政の禁止と、財政健全化。ギリシアはすでに
予算編成権限もない。　
　金融主権では、EU加盟国及び国際市場からの
資金調達を容易にする金融安定化メカニズム
（ESM）条約の導入、着実にトラブル・シューティ
ングに動く。通貨は国家経済の核心。ユーロ崩
壊など論外。

卓　　話
○ EUの権限強化はイギリスの反発と離脱の機運

を高める
　歴史的にイギリスは反EU的要素が強い。EU
の前身1952年の欧州石炭鉄鋼共同体への加盟は
断念、58年に欧州経済共同体EECでも加盟でき
ず。結局21年遅れて1973年に保守党エドワード
ヒース政権で加盟。1975年には時の労働党ウィ
ルソン政権でEEC残留の国民投票を実施。理
由、EUがイギリスの国家主権を委任（反対陣営
から見れば譲渡	surrender）。
　イギリスへの経済難民の流入、ナショナリズ
ムを刺激、保守化。ユーロではイギリスは非ユ
ーロ圏。シェンゲンでも蚊帳の外。すでにイギ
リスはEUの中でペリフェリー（周辺、末梢）化。
EUレベルで進む金融取引税の導入の動き、強く
反発。英はFTAレベルにとどまるEUを期待。
実際は関税同盟から単一市場を持つ連邦欧州に
接近。

○ 結論　
　平和と自由を希求して創設されたEUである。
平和も自由も獲得した今、むしろ、内在的不均
衡の顕在化。経済格差による危機の深刻化。だ
がEUの歴史は、危機の歴史、危機を通して、
EUの拡大と、EUの連邦的統合は不可避に進
む。ナショナリスト、主権主義者との確執は強
まる。イギリスは皮肉にも、大英帝国の歴史が
ゆえに、EU政策のヨーロッパに中心から遠い存
在になっていく。米国も日本も懸念。イギリス
が今後どう進むか、彼らが決定すべき最大の外
交課題である。親EU的若者に期待したい。


