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第1206回の記録　  平成 24 年 4月 11 日

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘

２．ロータリーソング

　　「それでこそロータリー」

３．四 つ の テ ス ト

４．会　長　の　時　間

５．幹　 事　 報 　告

６．出　 席　 報　 告

７．委　員　会　報　告

８．座　　　禅　　　会

９．次週例会の案内「SAA」

10．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1207回　 平成 24年 4月 18日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
4月のテーマ
　「ロータリー雑誌月間」

4月4日（水） ・・・「1205回」夜間例会　観桜会

4月11日（水）・・・「1206回」会員卓話「吉田　康一郎君」

　　　　　　　　　　4月のセレモニー・理事会　

4月18日（水）・・・「1207回」早朝例会「大光寺・座禅」

4月25日（水）・・・「1208回」夜間例会

４月１１日　１２０６回の例会です。
　先週の夜間例会「観桜
会」御疲れ様でした。非
常に寒い中、我々の組１
組だけの貸切状態での観
桜会でした。準備してい
ただいた会員の方に感謝
いたします。新入会員の
長倉君につきましては、
明け方まで飲んでいたと
の噂もありますが、もう、
すっかり佐土原ロータリークラブに溶け込んで頂き、有
り難うございます。
　本日は、新入会員の方にも理解をしていただく意味で、
ロータリークラブの定款・細則について話してみたいと
思います。
一般的に定款とは何か
　定款とは何でしょうか。ビジネスで定款という言葉を
ときどき聞くことがありますが、くわしく説明できる人
はそれほどいないのではないでしょうか。
　定款とは「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」
と定義づけられます。難しい表現ですが、要するに、定
款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいい
ます。このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。
　さて、この定款ですが、会社を作る場合には必ず作成
しなければなりません。そして、有限会社や株式会社の
場合には定款を作るだけではダメで、さらに公証役場で
公証人の認証を受けなければならないことになっていま
す。  「公証役場」を知っている方はあまり多くないと思
います。
　新宿の交番で「公証役場はどこですか？」とたずねた
ら、「新宿はそういう役場はないですよ。」という答え
が返ってきたという笑い話があります。確かに「役場」
というと地方の役場をイメージしますよね。
　公証役場は公証人が働く事務所のことをいいます。公
証人というのは、法務局に所属する国家公務員で、通常
は公証役場で定款の認証をはじめ、公正証書（簡単に言
うと、国のお墨付きの契約書や遺言書）の作成を業務と
して行っています。公証役場は全国各地にあります。
　なお、定款を認証してもらえるのは、会社を設立しよ
うとする都道府県内にある公証役場です。例えば東京で
会社を設立するには、東京都内の公証役場で認証を受け
なければなりません。
ロータリークラブの定款・細則の意味
　ロータリー組織の基礎となるＲＩ定款、及びその加盟
クラブ組織の基礎となるクラブ定款。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

4 月度の例会予定

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
＜文書案内＞
※中部分区現・次期会長
　・幹事会のご案内～
　平成24年6月6日（水）
　会議～18：30～19：00
　懇親会～19：00～21：00
　場所～
　　ホテルマリックス
※千玄室大宗匠様講演会
　のご案内～
　平成 24 年 4 月 13 日（金）　13：00 ～ 14：00
　場所～メインホテルナカムラ５Ｆ　メインホール
※ＲＩ2730 地区青少年交換プログラム
　「交換留学生募集」チラシ 10 部

　RI 定款は 16 条から成り、定義、名称及び性格、目的、
綱領、会員、理事会、役員、管理、国際大会、規定審議
会、会費、財団、会員の名称と徽章、細則、解釈の仕方、
及び改正の諸条項を規定している。
　すべての加盟クラブは、この定款に抵触しないクラブ
定款を採用しなければならないが、1922年以後にRIに加
盟したクラブは、標準RC定款を採用しなければならない。
　標準クラブ定款は19条から成っており、定義、名称、
クラブの所在地域、綱領、会合、会員身分、職業分類、
出席、理事及び役員、入会金及び会費、会員身分の存続、
地域社会、国家及び国際問題、ロータリーの雑誌、綱領
の受諾と定款・細則の遵守、仲介、細則、解釈の仕方、
及び改正の諸条項を規定している。RIの定款もクラブの
定款も、ともに規定審議会の議決によらなければ改正で
きない。但し、定款第２条(名称)及び第3条(所在地) は、
定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会に
おいていつでも、すべての投票する出席会員の最低三分
の二の賛成投票によって､改正することができる。
　但し、当該改正案の通告が、これを議する例会の10日
前に、各会員に郵送されなければならない。そしてさら
に、かかる改正は、RI理事会に提出してその承認を求め
なければならない。
細則とは、
　定款を補足する追加規定である。
　理事・役員の選挙・理事会・役員の任務・会合・入会
金及び会費・採決方法・委員会の任務・出席義務規定の
免除・財務・会員選挙の方法・決議・議事の順序・改正
などを定めている。会運営の基本が示してある。細則の
改正は理事会で審議した後、予定した会議の日の10日以
上以前に全員に内容を通知し、会議で全員の３分の１以
上出席し、出席者の３分の２以上の賛成で改正できる。



　　  四つのテスト
　「言行はこれに照らしてから」
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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MEMO

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員数　　　　　２３名
出席免除　　　　　１名
　　　　　　（正岡 文郁君）
出席者数　　　　１９名
欠席者数　　　　　４名

有届け者　　佐藤君・日高君
　　　　　　田邉君・福井君
メイク届　　　　　無
無断欠席者　　　　無
出席率　　　８６．１％

新入会員　宣誓文

ポールハリス・フェロー　ピンの贈呈 　久しぶりの卓話です。何を
話そうか色々と迷いまして、
仕事等の近況報告とも考えま
したが、今日は18歳からの私
の人生をお話しさせていただ
こうと思います。
　丁度高校卒業の年のＳ43年
１月の正月に父がなくなりま
した。父は日南市で開業医を
しておりましたが、当時は父との２人暮らしになってお
りましたのでその後の生活の為に建物を同業者の方にお
貸ししました。２年後に売却することになりその資金で
神宮に土地を購入しまし
た。
　Ｓ４８年に宮崎三菱自動車販売に入社しまして４年間
勤務しました。その時の出会いでその後、営業を依頼さ
れて「みちもと食品株式会社」に入社しました。自分の
思っていた営業職とはかなりの違いがありました。
　トラックに樽の漬物を合計15トン積み込み問屋回りを
するのです。当時熊本に朝３：００に着くように出て、
大分・大牟田・長佐世保から長崎市内に朝の６：３０～
７：００に着き、そこからカーフェリーで大牟田に渡り
熊本・別府・北九州・福岡へという生活を13年間続けま
した。１年目には急性膵炎になり３ヶ月入院をして復帰
しましたが、この時は 20 キロ痩せました。
　38歳の時、子供達の教育資金が掛かることを考え、以
前の自動車販売の経験を生かせる今の仕事の立ち上げを
考えましたが、銀行からの融資にも苦労しました。何と
か融資を受けることが出来、今の家の隣のとなりを借り
て事務所を開き、始めることが出来ました。２年後にそ
こを買わないかとのお話がきましたが、他の物件も検討
したところ当時前に「ビッグバン」があった現在の島之
内にしました。
　平成６年に当時佐土原ＲＣ会員であった児玉さんと知
り合い入会したわけです。あれから24年間やってこられ
たのは皆様からの手助けが大きな力となったのは間違い
無いと感じ、感謝しております。子供達にもとにかく色
んな人と知り合い、出会い、そのご縁を大切にしていく
ことが何より大切な事だと教えてきたつもりです。
　吉田オート商会立ち上げと佐土原ＲＣ設立と同じ年で
あるというのも意味深い事だと思います。今回旧友であ
る長倉祐一郎さんをスポンサーさせていただきましたが
今後また更に色々な面で力になって行きたいと思います
ので、吉田オート商会共々長倉さんをよろしくお願い致
します。

委員会報告

☆宣誓文を読み上げる
　　　　　　長倉　祐一郎君☆

♪ご入会おめでとう
　　　　　　ございます♪

●正岡　文郁君

♪おめでとうございます♪

ハッピーＢＯＸ披露

♪4月のセレモニー♪
※４月誕生月～
　郡司　武俊君（4月 2日）
　村上　實君　（4月 10 日）
※４月結婚記念月～
　吉田　康一郎君
　宮原　建樹君
　長倉　祐一郎君

＜財団へ＞
※岩切　正司君～中武会員の例会復帰おめでとうございます。
※中武　幹雄君～皆様への感謝と、快気を記念して。

●会長エレクト　村上　實君
　次年度地区協議会参加の関連で、
本日案内が来ておりますが・・事前
に部門別の委員会を開催するとの事
です。日程が今週の土曜日、会場は
鹿児島県と言うことですので当クラ
ブは欠席で返事を致します。
●吉田　康一郎君
　先日第 75 回「歯車会ゴルフコンペ」
の結果報告を致します。１位～西都
ＲＣの岩切昇君、２位～佐土原ＲＣ
の長倉　祐一郎君、３位～佐土原Ｒ
Ｃ～太田　忍君、ブービー賞が荒武
会長でした。参加賞にはミートショ
ップ日高さんよりお肉を提供頂き、
喜んでいただけたようです。有難うございました。
●広報委員長　藤堂　孝一君
　ロータリーの友４月号の 23 ページ
に昨年行った 「佐土原ＲＣクリスマ
スカップ杯第一回バレーボール大会」
の様子が掲載されております。

●中武　幹雄君
　約２ヶ月例会をお休みさせて頂き
ました。皆様には色々とお世話にな
りお見舞いその他本当にありがとう
ございました。
　昨年 12 月に病気があることが判り、
精密検査をしたところ悪性で、全摘
出手術をしました。その間もちろんつらい事が沢山ござ
いましたが、私の入院中息子達の成長を感じる事も多く、
結果的には良かったのかな、と思えております。
　また今後ともよろしくお願い致します。

会員卓話
●吉田　康一郎君
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