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点鐘
合唱
それでこそロータリー
ビジター紹介
◎ 都 城
佐々木鴻昭
◎ 都城北
樋口 正義
◎ 都城中央
なし
都城税務署長

□会長の時間
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26

各氏

佐々木博之様

中村 七郎

本日は先週お約束しました、元ＲＩ会長ビチャ
イ・ラタクル氏の２７３０地区大会に於ける講演の
全文を作成しましたので、のちほどゆっくりお読み
下さい。因みに氏は 1990 年代のタイ国の外務大臣
でもあります。
11 月は「ロータリー財団月間」です。先週は永野
財団委員長に卓話頂きましたが、私から少しお話さ
せてもらいます。
② ロータリーの奉仕と財団：ＲＣは奉仕活動を目
指し、自立した奉仕活動をすることを理念に掲
げています。国際ロータリーは「他者に奉仕し
高い倫理感を促進し、地域社会の指導的立場に
ある人々との親睦を通じて、世界理解、親善、
平和を推進すること」と定義されています。
③ 財団のプログラム：ロータリーはクラブが行う
奉仕活動と共に、国際ロータリーが、財団を通
じて概ね次のような国際奉仕に取り組んでい
ます。
（イ） 教育プログラム：奨学金、大学教員補
助、研究グループ交換、国際問題研究
の為のロータリーセンター
（ロ）人道的補助金プログラム：地区補助、ボ
ランティア奉仕活動補助
マッチングプラン、保健・飢餓追放・人
間性尊重補助、災害復興
（ロ） ポリオプラス、プログラム：
（今年から
向こう 3 年間１００＄＋3000 円の特
別要請）

① 財団の資金源としての寄付：財団の活動資金は
会員の人頭分担金割り当てでなく、善意の寄付
によることを大原則にしています。そこで奉仕
活動の為の、
寄付金のお願いが強調されます。ロータリーの運
営は、会員の世界一律の分担による会費で実施され
ています。しかし、ロータリーの奉仕活動は、会員
の奉仕の気持ちを前提としています。会員の自発的
な意思がロータリーの奉仕活動の原点なのです。ロ
ータリアンは自分を磨き、他人を思いやる（利他の
精神）に始まるので、仕事の都合で奉仕の現場に行
く時間がとれない、機会がないという人が多いので
すが、寄付金を通じて協力できると考え、財団を通
じて国際的な奉仕活動に関与していると考えれば
いいのではないのでしょうか。
今週の余談です。
中流意識という考え方があります。別な言葉でい
えば人並みにと言うことでしょうか。レストランや
寿司屋さんのメニューを見ますと、「松」、「竹」、
「梅」
、と言った三段階に分けている所が多いよう
です。最も売れるのは「竹」だそうです。
「松」は
一番高い訳ですからお店にとって原価も高くなり
ます。
「竹」は一番売れるので、一括して仕入れが
出来ます。従って原価をメーカーなり問屋さんに交
渉し安く手当てできます・もっとも売りたい値段を
「竹」に設定するのが中流意識心理でいい訳です。
一つの商品が売れると作る手間も省けるのです。
「松」
、や「梅」は「竹」を売る為の商策でもある
のです。

□幹事報告

吉原 信幸

○ 小林ＲＣ…例会変更 12/9 （火）18:30ｶﾞｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｽﾞ 小林 ＊忘年会のため
＊特別休会 12/30（火）
○ 高鍋ＲＣ……１２月例会予定表
○ 地区大会……お礼状
○ ガバナー…ロータリーレート
１２月から１㌦９６円
（現行１００円）

○
○
○
□
＊
＊

都城市野球連盟…平成２０年次納会のご案内
12/20（土）19:00-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ ☆先週ご案内済み
東日観光……国際大会パンフレット
ロータリーの友１２月号
クラブ報告事項
本日 18:30-霧の蔵ﾌﾞﾙﾜﾘｰ
親睦委員会
国際大会のｱﾝｹｰﾄ

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率

５９名
３名
４３＋２名
77.57％
11/12
89.65％
11/19
94.73％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有

都城税務署長

佐々木博之様

税務行政を取り巻く環境は大きく変化しています。
少ない人数で多くの申告を適正に処理する為
国税電子申告・納税システム（ｅーＴax）の普及を
重要課題として取り組んでいます。ご協力をお願
いします。

棈松 大峯 四季 三坂 中山
久保 藤岡 中村静 大吉 吉田努

□ＳＡＡ報告

土持

修

前野 山下 鮫島

ＭＵ有会員
11/21 都城

なし

11/20 中央

なし

11/25 北

中村静

ＭＵ無会員
11/12

鬼束 山下 串間 前野 川元 船木

要ＭＵ会員
11/12

脇丸 川元 山下

□ 委員会報告

国際奉仕
長友委員長
2009-10 国際大会
“バーミンガム”
6/14～23
登録のご案内

□ 本日のプログラム

◎ ニコニコ箱
都城北・樋口 正義…色々御教授下さい
中村 七郎…都城税務署長様の卓話頂きまして有難
うございます
岡崎
誠…佐々木税務署長には大変お忙しい中卓
話を頂き心から感謝します
鳥集 寿一…佐々木署長本日は有難うございます
木佐貫鐵蔵…地区大会にて代理で懇親会に出席させ
て頂きましたので少々
◎ 今後のプログラム
１２／３
各委員会上半期報告①
１２／１０
各委員会上半期報告②
１２／１７
年次総会
１２／２４
年末家族会
１２／３１
特別休会
H21. １／７ 特別休会
１／１４
４ＲＣ新年合同例会…都城西担当
11／26
6,000
2,500
0

計
170,136
44,241
320,600

米山奨学会
（59 万円）

0

183,000

教育振興基金

0

191,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ

財団

（5900＄約 60 万）

（30 万円）

竹と風の学校

41,406

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

鳥集委員長

雑誌会報委員会
木佐貫鐵蔵 鬼束 洋 前野 益孝 福永 直人
ロータリー事務局
制作
インターネット委員会
平川 靖三 馬渡 秀光 串間 保寛 藤岡 成学

鬼束 洋・岩橋 辰也・中村 静美・中山 忠彦・鳥集 寿一

各氏

鬼束 洋
Ｓ４９．１０．３生
Ｂ型
職業分類：土地家屋調査士
ワンメッセージ
ロータリーに入会して１年３ヶ月になりました。皆勤賞はまだ貰っておらず、頑張
らないといけないなと思っている次第です。私の誕生日は先月１０月だったのです
が、手違いで１１月にワンメッセージとの事で、今月は待望の女の子が誕生し、４
人の子持ちとなり、先の見えない今日ですが、頑張りたいと思います。クラブの皆
様方には今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

岩橋 辰也
Ｔ１５．１１．３０生
Ａ型
職業分類：通信情報サービス
ワンメッセージ
生きてきたと言うより生かさせていただいた。８２年、只ただ、感謝のほかありま
せん。残された時間を少しでも御恩返しに使えればいいがと思います。少なくとも
御迷惑をお掛けしない様に生きて行きたいと思います。

中村 静美
Ｓ３１．１１．２３生
Ｏ型
職業分類：貸衣装
ワンメッセージ
誕生日、年と共に少なくなる髪とプレゼント！！
ロータリーに出席を！！

鳥集 寿一
Ｓ３８．１１．１１生
Ａ型
職業分類：経営コンサルタント
ワンメッセージ
バースディソング、有難うございました。４５歳になりました。
末子はまだ５歳！頑張らねば！

中山 忠彦
Ｓ４０．１１．１６生
Ａ型
職業分類：旅行斡旋
ワンメッセージ
ロータリーに入って１５回目で会社もお陰様で設立して１５年目になりました。
これからも、
“中山 忠彦”と“アレンジトラベル”を宜しくお願いいたします。

例会について
さまざまなプログラム
クラブ例会への出席は、ロータリアンの会員義務の 1 つです。その例会は点鐘から始まります。その
後のプログラムについては、食事、会長スピーチ、国際ロータリー（ＲＩ）や地区、近隣のクラブから
のお知らせ、各委員会の報告などと続きますが、その順序は、クラブによってさまざまです。ロータリ
ーソングを歌ったり、クラブによっては童謡などを歌っているところもあります。「四つのテスト」や
「ロータリー綱領」を唱和するクラブもあります。
また、ゆっくりと食事をしたり、例会での話をたくさん楽しむため、などの目的で、食事をする時間
を例会時間には含まず点鐘前に例会場へ来た人から、食事を取るというクラブもあります。例会時間も、
おおよそ 1 時間の日本国内とは異なり、国外では長短バラエティーに富んでいるようです。
卓話は、毎週の例会のハイライト。クラブの会員が自分の職業やロータリーについて話をしたり、ロ
ータリアン以外の人を迎えて話をしてもらったりします。また、クラブで世話をしている米山奨学生や
交換学生が話をする場合もあります。
なお、卓話者への費用については、「クラブがＲＩの現または元役員あるいは他のロータリアンを招
く場合は、そのクラブが費用を負担しなければならない（ロータリー章典 8.030）」とあります。ロー
タリアン以外の卓話者についても、一定の交通費や謝礼、記念品などを渡しているようですが、その内
容はクラブによって異なります。

例会出席という義務
前述の通り、ロータリアンには、例会に出席するという義務があります。出席の要件については、詳しく
標準ロータリー・クラブ定款（第 8 条および第 11 条第 4 節）に規定されていますが、ホームクラブに出席で
きないときには、他クラブの例会や、ロータリーのその他の会合（地区大会やインターシティーミーティン
グなど）に出席する「メークアップ（Make-up）」という方法で、通常の例会欠席を補うことができます。

ロータリーに関するプログラムを充実する
自分たちのクラブ細則の中には、親睦や卓話、その他の特別なプログラムを具体的に規定した、クラ
ブ例会議事順序を規定することが必要とされています（ロータリー章典 7.010.1）。ロータリーは単な
る社交クラブではないのですから、娯楽的なものより当然、ロータリーに関するプログラムを充実させ
るよう、心がけねばなりません。同一地区内の他クラブの会長を招待し、来訪会長にそのクラブでの活
動などについて、概要を話してもらうことも奨励されています。これにより、他クラブとの親睦を図る
ことができますし、奉仕プロジェクト交換ということも設定できるかもしれません。
通常例会とはスタイルを変えて、例会をすることもあります。他クラブとの合同例会、日本のロータ
リークラブならではのお花見や観月例会、月に一度の早朝や夜間例会、ということもあります。
また、やや事務的処理色の濃い例会になってしまいますが、クラブ用務、活動、クラブ行事の討議の
ためだけの例会も定期的に開くように奨励されています。時には前後左右を点検し前進していこう、と
いうことです。
さらに、ロータリー年度に少なくとも 2 回、ロータリー財団の目的、財団プログラム、財団の寄付増
進活動に関するプログラムを行う会合を設けるように、となっています。これらの会合のうち 1 つは、
ロータリー財団月間である 11 月中に行うことになっています。
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