
半数の賛成があれば、国際ロータリーが決
めているいろいろな規則を改正することが
可能です。
　私は以上の理由により、私共が入会して
いる各ロータリークラブが、国際ロータリー
に加盟を続ける以上、加盟条件を守らなけ
ればならないと思います。
　私が近年、国際ロータリーの運営につい
て疑問を持っておりますのは、このような
ハード面ではなく、運営についてのソフト
面です。
　ポール･ハリスが3名の仲間と「ロータリ
ー」を創立した目的は、4名の違う職業の者
が、互いの職業を通して互いの仕事に役立
てようと、そして4名の仲間が色々な活動
を通じて個人的に親しくなることでした。
現在の「職業奉仕」の原点です。「社会奉
仕」については、シカゴ内に「公衆便所」
を作ったのが社会奉仕の始まりと聞いてい
ます。その後「クラブ奉仕」、「国際奉仕」
と進んでまいりました。
　私が国際ロータリー運営について疑問を
持っておりますのは、「アイサーブ」から
「ウィサーブ」への変更、さらに職業を通
じての奉仕ではなく、金銭を使っての奉仕
が主流となってきているからです。
　それが 1 番目立つ点が、「ロータリー財
団」です。私は「ロータリー財団」の活動
は、青少年の育成に役立つ非常に良い組織
と思っており、個人的にもロータリー財団
の寄付を続けております。

『ロータリークラブについての
		専門的な知識』

　パスト会長　福田　金治さん

〔国際ロータリーの現状〕
 「国際ロータリーの運営方針の変化」につ
きましてお話します。
　皆様もご承知の通り、私共が入会してお
ります各ロータリークラブは、国際ロータリ
ーに加盟申請して、条件が合えば加盟を認
められます。しかし、加盟する条件として、
「人頭分担金の支払い」と、国際ロータリ
ーが作成する「標準ロータリークラブ定款及
び手続要覧に記載されている規則」等を守
ることが義務づけられます。
　これらの加盟条件を守らなければ、国際
ロータリーへの加盟が取り消されます。
　事実、日本ではあまり聞きませんが、世
界では加盟を取り消されたクラブがあるそ
うです。会社には「就業規則」、学校には
「校則」があります。それらに違反した場
合は、「退社」「退学」ということがある様
に、加盟条件を守らなければ、加盟取り消
しを受け入れるか、こちらより国際ロータ
リーへの加盟を取り下げなければなりませ
ん。しかし、国際ロータリーの運営方針に
意見がある時は、3年に1度の規定審議会
へ、地区より議案を提出して、評議員の過
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　「ロータリー財団」について、少し説明さ
せて頂きます。
　手続要覧の55ページに詳しく記載されて
いますが、「ロータリー財団」というのは、
米国イリノイ州に設立された非営利財団法
人です。運営については、ロータリー財団
管理委員会が行っています。
　日本のロータリーに当てはめると、「米山
記念奨学会」と同じような組織になると思
います。「米山記念奨学会」も非営利法人
で、運営も米山記念奨学会が行っています。
　この説明で分かられるように、「ロータリ
ー財団」は、国際ロータリーの中では、い
ろいろな活動の一部門と思います。しかし
近年は「ロータリー財団」の活動がロータ
リー活動では唯一の活動であるがごとく表
に出てきているのではないでしょうか。
　ロータリー財団が最大の活動目的としてお
ります「ポリオの撲滅」は、人類として是
非達成しなければならないと思います。し
かし、この活動は「ロータリー財団」または
「ロータリー」が行うにはあまりにも高額の
お金が必要です。このような活動は、「国」や
「国連」がすべきではないでしょうか。
　「ロータリー財団」及び「ロータリー」は、
「ロータリー財団」設立当初の目的であっ
た「青少年の育成」の原点に戻り、そちら
の活動に寄付金をより多く使った方が、人
類の将来により多く貢献できるのではと考
えております。
　ロータリーの友にも書いておりますが、
ロータリー財団への寄付は個人の意志です
べきであり、寄付を強請するような風潮は
つくるべきではなく、ロータリー財団の活
動は、集まった寄付金の範囲内ですべきだ
と思います。
　私の座右の銘は、故 佐藤千寿パストガバ
ナー（第2580地区東京東ロータリークラブ）が
講演会で話されていた「もともとロータリ
ークラブというものは、仲間同士を助け合
おう、自分の町を住みよくしようという身
近な問題から誕生したもので、身を捨てて
人類を救済しようという聖人の集まりでは
ありません」という言葉です。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ビジター
　佐世保南RC 曽和　英徳さん
 一田　晶壽さん

 会長　円田　　昭
　桜の開花宣言が出され、春
爛漫の季節を迎えようとして
おります。来週の観桜例会の
時には満開の頃ではないでし
ょうか。桜は一気に咲き誇
り、ぱっと散る、という日本人の潔さの例
えにも引用されます。
　先週の土曜日に朗遊会が好天気に恵まれ、
佐世保カントリー倶楽部で開催されました。
若いプレーヤーは半袖でプレイしている人も
いました。好天気に恵まれたものの、私は前
半でライバルの遠田さん、古賀さんに後れを
とるという不甲斐ないものでした。後半で何
とか取り戻せましたが、ゴルフのスコアと天
気は全く関係ないものでした。
　お知らせがあります。目黒会員が東京本
社にご栄転が決まり退会されます。後任の
方が入会されますが、目黒さんの今後のご
活躍を佐世保ロータリークラブ会員一同願っ
ております。

 幹事　納所　佳民
１．	国際ロータリー	Kenneth	A.Wright
　　（ケネス	A.	ライト）Manager
　 2015年サンパウロ国際大会でクラブ代議員

にご提出いただく信任状についてのご連絡
　　ガバナー事務所へ提出日　5月15日㈮

２．九州ロータリークラブ野球大会準備事務局
　　久留米北ロータリークラブ	野球同好会
	 監督	宮原　通義さん
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　 九州ロータリークラブ野球大会の計画アン
ケートご依頼

	 親睦活動委員会　委員長　長富　正博
観桜例会のご案内
　4月1日㈬ 18:30よりホテル
オークラJRハウステンボスにて
行います。
　送迎バスの時間と場所のご
確認をお願いします。

	 朗遊会幹事　坂本　　敏
　さる3月21日㈯、第 3 回朗遊会が、佐世保
カントリー倶楽部にて開催されました。
　22名参加、好天にもめぐまれ、楽しいラ
ウンドとなりました。(ダブルペリア方式)

上位10名の順位をご紹介いたします。
　１位　玉野　哲雄さん
　２位　池田　　豊さん
　３位　米倉洋一郎さん
　４位　大久保利博さん
　５位　坂本　　敏さん
　６位　長島　　正さん
　７位　円田　　昭さん
　８位　福田　金治さん
　９位　松尾　文隆さん
　10位　古賀　久貴さん

目黒　誠之
　3年半お世話になりました。
赴任先の東京本社では、経営
企画業務に従事する予定で
す。後任は、4月半ばに大阪か
ら着任する予定ですので、引き続きよろし
くお願いいたします。
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	 親睦活動委員会　河原　忠徳

○結婚記念月のお祝い
　山下　尚登・智子　さん ご夫妻（5日）
　安福鴻之助・佐和子さん ご夫妻（9日）
　松原　　健・美江　さん ご夫妻（12日）
　中川　知之・ヒサ子さん ご夫妻（18日）
　長島　　正・圭子　さん ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　さん ご夫妻（25日）
　菅沼宏比古・美砂子さん ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝さん ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　さん ご夫妻（30日）

	 親睦活動委員会　古賀　　巖

円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、城島　一彦さん
大久保利博さん、吉澤　俊介さん
増本　一也さん、平尾　幸一さん
佐々木秀也さん、石井　正剛さん
坂本　　敏さん、梅村　良輔さん
　福田金治さんの卓話に期待してニコニコ
します。

佐世保南RC
曽和　英徳さん、一田　晶壽さん
　本日は初めて佐世保ロータリークラブ様に
メークアップさせていただきます。よろしく
お願いします。

委員会報告

朗遊会より

退 会 挨 拶

慶　　　祝

ニコニコボックス



＊4〜5月  例会予定＊

 4 月８日 長崎国際大学ＲＡＣ
 　新会長　田本新一郎さん

 4 月15日 長崎県立大学
 　学長　太田　博道 様

 4 月22日 雑誌委員会委員長
 　会員　松尾　慶一さん

 4 月29日 祝日休会

 5 月６日 祝日休会

 5 月13日 社会福祉法人「むすび会」
 佐世保市福祉活動プラザ　
 　所長　宇野　京子 様

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／4月15日㈬　17:15〜　予定
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／4月9日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／4月26日㈰　9:30〜
会場／アルカスSASEBO

＊ 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。
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　坂元　　崇）

玉野　哲雄さん
　3月21日の朗遊会で新ペリア方式のおかげ
で、夢にも考えていなかった優勝をいたし
ました。池田 豊さんと同ネットでしたが、
私の方が年上ということで勝ちを譲って頂
きました。ありがとうございました。

池田　　豊さん、米倉洋一郎さん
　朗遊会にて入賞しましたのでニコニコし
ます。

山下　尚登さん、中川　知之さん
梅村　良輔さん、松原　　健さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

古賀　　巖さん、大久保利博さん
　佐世保南RC 曽和さん、一田さん、よう
こそ佐世保クラブへメークアップにいらっ
しゃいました。いつでも転籍お待ちします。

ニコニコボックス 本日合計 　24,000 円

 累　　計 855,000 円

◇

歌の時間

	 ソングリーダー　髙田　俊夫
「朧月夜」合唱

【3,160回例会（週報No.35）会長報告の訂正】
　「花」は作曲が滝廉太郎、作詞が武島羽衣
   です。


