
第 1445 回  例会  平成 29 年 6 月 21 日(水) 

 

 

第 1444 回       平成 29 年６月 14 日(水)  

■会長の時間         ●岩切 正司会員 

皆さんこんにちは、本日

は会員の「三代義務」に

ついてお話しさせて頂き

ます。先ず、入会金と会

費の支払いです。正会員

となるには、入会に先立

ち、所属ロータリークラ

ブに入会金を納入しなければなりません。その後正

会員としての資格を保持するには、入会以降会員身

分が終結するまで、会費を支払う義務があります。

会費の中には国際ロータリー理事会の指定する雑

誌購読料を含むものとします（RC 定款第 14 条）。

日本における地域的な雑誌はロータリーの友です。

次に綱領の受諾とクラブ定款・クラブ細則の遵守 で

す。ロータリーの目的の本質は、会員個人による奉

仕の理想の実践を受諾し、個人が日常生活の中にそ

の精神を具現することで、定款・細則の遵守と相伴

って自分自身はもとより他の人達に共感を与え、ロ

ータリーの心を啓蒙することです。その共感によっ

て、ロータリークラブ会員としての適格者を選び出

し、会員に推薦することでロータリーの拡大に尽力

する義務もあることを、個々のロータリアンは認識

すべきであります（ロータリー章典 5.040.3.）。 そ

して、例会出席の義務 

  会員は毎週開かれる例会に出席する義務があり、

ロータリー年度の半期ごとにメークアップを含む

出席率が少なくとも 50％以上、またホームクラブ

では 30％以上の出席をしなければなりません。い

ずれの例会場であっても充当された時間（日本では

概ね１時間）の 60％は会場に留まらなければなり

ません（RC 定款第９条第１節）。  

義務だけでなく、特典についてもお話しておきます。 

正会員の特典 ＝国際ロータリーの徽章・バッジそ

の他の記章の着用が認められます。但し、商業上の

利用は禁止されています（RI 定款 13 条、ロータリ

ー章典第 33 条）。世界のロータリークラブに自由に

出席することができます。但し、元所属クラブで会

員身分を終結された会員は元所属クラブへの自由

参加の特典は除かれます。所属クラブのあらゆる会

合、所属地区諸会合、国際大会等の出席、参加が自

由にでき、世界のロータリアンと友人になる機会が

得られます。ロータリークラブの職業分類を代表し

て選ばれた正会員は地域社会の各種事業の横断面

を形成しており、地域のニーズを把握した奉仕の理

想を推進するそれぞれの会員が自身の職業を通し

て社会への奉仕の機会が生まれます。ロータリーク

ラブへは本人の意志、希望のみで入会はできません。

正会員には適格な人を会員として推薦する権利が

与えられています。以上の事を踏まえて次年度に向

けて会員増強にも大いに励んで参りたいと思いま

すのでどうぞよろしくお願い致します。 

■ 幹 事 報 告        

●田邉 揮一朗会員 

＜報告事項＞＊「ロー

タリー入

門」最新

版が届き

ましたク

ラブで購入し配布します のでご活

用下さい。 

＊ 創立３０周年に向けてクラブ封筒を作成しまし

た。＜文書報告＞＊２０１７-１８年度広報･公

共イメージ部門クラブ委員長会議のご案内～日

時：７月１５日（土）１２:３０～受付 １３:

         2016～2017        国際ロータリー第 2730地区 

         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：岩切正司  副会長 ：郡司武俊   RI2730 地区ガバナー  大重 勝弘 

          幹 事：田邉揮一朗 会 計 ：新原輝彦   中部分区ガバナー補佐  藤堂 孝一 

          事務局：吉野由里子 会報委員：中武幹雄   RI会長テー人類に奉仕するロータリー 

          例 会 場：ﾜｰﾙﾄﾞｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰｻﾐｯﾄ   2730地区テーマ ロータリーを楽しもう！ 

          例会場住所：宮崎市大字塩路浜山  例会場 TEL :0985-21-1155・FAX 0985-21-     

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877     
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ROTARY SERVING 

H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘 ～    

2． ロータリーソング   

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピー披露 

9．委員会報告    10.年度末懇親会 

11．ガバナー補佐より 12．点   鐘    

       ＜6月度例会プログラム＞ 

△6/7～セレモニー･米山奨学生・次年度方針各委員長  

△6/14～委員会活動最終報告～各委員長･委員より   

△6/21～夜間例会「年度末懇親会」志都にて 18:30～ 

△6/28～岩切会長･田邉幹事・藤堂 GH～退任の挨拶 

△４/26～名誉会員卓話・会員 3 分間 SP      



００～１６:００終了 場所：都城 メインホテ

ル登録料：￥2.000「吉田会員･蔵田会員参加」 

■出席報告         ●籾田 直樹会員 

 

 

 

 

 

 

■ ハッピー BOX 披露     

●大久保貞子会員 

＜ニコニコへ＞～●柳田

光寛会員ご夫妻～記念月

のお祝いありがとうござ

います。嫁に従うことが夫

婦円満の秘訣かな？ 

● 荒武義博会員ご夫妻～6 月 28 日で 30 年 FA

宣言を行使出来るけど受け入れ先が見つか

らないので現状維持するしかない！！ 

● 吉田康一郎会員～あじさいの花 6 月の花で

すね、ありがとうございました。ついこの前

まで早く 60 才にならないかな～と思ってい

たら 68 才になりまだまだがんばります！！ 

● 田邉揮一朗会員～妻の誕生日のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄあり

がとうございました。歯磨きセット 結構喜

んでおりました。スマホのロックの事でケン

カしていましたので仲直りできて良かった

です。ありがとうございました。 

＜財団へ＞●岩切正司会員～ロータリーの友を読み

ましょう。 

■  各委員会より 最終活動報告   

△クラブ管理運営委員会  

委員長●梶田與之助会員副委員長●荒武義博会員 

 

 

＊ 先日行われ

ました、歯車

会ゴルフコ

ンペの成績

報告をこの

場にてさせ

て頂きます。 

 

△ クラブ広報委

員会 

委員長●吉田康一

郎会員 

副委員長●宇治橋

信雄会員 

 

 

 

△ ロータリー財団 

委員長●柳田光寛会員   

 

△奉仕プロジェクト委員

会委員長●林 厚雄会員 

 

△ 会員増強委員会 

委員長●武政勝巳会員  

副委員長●太田 忍会員 

 

■宮崎東 RC 創立 20 周年式典･祝賀会参加者報告 

●郡司武俊会員 

●梶田與之助会員 

●永野陽子会員 

 

 

ひばり野隆春会員 

 

■ 例会の様子 ●日高邦孝会員･宇治橋信雄会員          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 つのテスト 

＜言行はこれにてらしてから＞ 

１真実かどうか 

２皆に公平か 

３好意と友情を深めるか 

４.皆のためになるかどうか 

会員数 26 名免除 2 名 

出席数 １9 名    

出席率 88.0％    

MU   ３名     

欠席届  7 名       


