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日】会員数 43 名

【前々回】会員数 43 名

出席 24 名

欠

出席

メークアップ 3 名

27 名

席

主な変更点は次の通りです。
・例会の曜日と時間を自由に決定する
・必要に応じて例会を変更する
・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄまたは社交事業を「例会」とみなす。
・直接顔を合わせる例会、オンラインでの例会、その
両方を交互に行う例会、
あるいは両方の方法を同時
に用いる例会のいずれかを選ぶ
・出席要件、または出席要件を満たさなかった会員の
終結に関する方針を緩める（または厳しくする）
クラブは、少なくとも月に 2 回、何らかの方法で例
会を行う限り、例会頻度を減らすことができる。ただ
し、各月の最終例会後 15 日以内に月次出席報告を提
出するという要件は変わらない。

FAX 0956-22-1201

Web http://www.sasebonorth.org

出席規定免除会員（13）出席 7 名

2016 年 RI 規定審議会におい
て定款・細則大幅な改変があ
りました。RI は会員数の減少
や会員平均年齢の高齢化とい
う問題に対し危機意識を持ち、
その対処法として、会員資格、
職業分類、クラブ運営に関し
て、15 年間、試験的プログラ
ムを実施してきました。その成果を踏まえ、クラブの
活性化や成長を促すために、大幅な柔軟性を認め、新
しいオプションを取り入れて、クラブ独自に細則を修
正できるようにしました。もちろん従来の方法をとり
続けることもできます。

富田耕司会員

TEL 0956-22-7144

6 名 出席規定免除会員（13）出席 9 名

《第 4 回クラブフォーラム》
「クラブ定款・細則について」
森 豊 前幹事

本日の例会 「創立記念卓話」

ガバナー/﨑永 剛

ビジター 0 名

出

席

率

修正出席率

84.62％
100.0％

以上を踏まえ、佐世保北 RC は、
① 例会の出席に関する規定
② 冷夏の取り消し規定 等は従来の方法を踏襲した
いと考えます。 ご意見はありませんか。
村上寅雄会員
例会は毎週開くべきだと思います。
緒方信行会員
RI はハードルを下げて、会員増強と人頭分担金の増
収を図ろうというのだろうが、それでロータリークラ
ブの本文が守れるかどうか。ロータリーの本質は何か、
皆でじっくり考えたうえで、対処すべきではないか。
富田耕司会員
その通りだと思う。安きに流れればいいというもので
はない。
峯 徳秀会長エレクト
PETS でも問題になった。クラブ運営を柔軟にすると
いうのはあくまでも例外的措置であり、日本のロータ
リークラブは例外に乗らないで、今までどおりでいい
という意見だった。
緒方信行会員
地域の中でバラバラになる懸念がある。佐世保 8 ク
ラブで共通の勉強会を開く必要があるのではないか。
森 前幹事
皆さんの意見を踏まえて、定款・細則案を作りたいと
思います。
次回例会

「地区大会報告」

宮﨑有恒

幹事

《会長挨拶》
藤井良介 会長
4 月になり、今月はロータリー特別月間「母子の健康
月間」です。
2014 年 10 月 RI 理事会は「母子の健康月間」を、5
歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率
と罹患率の削減、より多くの母子に対する基本的な医
療サービスの提供、保健従事者を対象とした研修、保
健ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に従事する
ことを目指す専門職業人のための奨学金の支援を強
調する月間としております。家庭・地域社会そして世
界の健全な持続・発展は、母子の健康を抜きにしては
語れず、ロータリアンとして重点的に取り組まねばな
らない問題です。具体的な活動例・支援の方法等につ
いては、MY ROTARY 他を参照していただければと
思います。
昨日は「観桜会」が大村公園であり、参加の皆様楽
しまれたでしょうか。天候が残念な事に今年は例年よ
り寒く、桜も満開とまではいかないようでしたが、
お世話頂いた渡会親睦活動委員長、
船津委員には下見
までしていただき大変ご苦労様でした。そして本日は、
私たちのクラブの「定款及び細則について」のフォー
ラムになっています。担当の森 前幹事よろしくお願
い致します。
最近、呼吸法について感じることがありましたので
皆様に紹介したいと思います。呼吸法には、腹式呼吸
と胸式呼吸があるのは皆様御存知と思います。
特に腹
式呼吸、深呼吸についての有用性を中心に、ヨガ、気
功、音楽の発声法、スポーツ（武道、格闘技、水泳等）
についても言及します。また、自分自身の体験を通し
て鼻呼吸と口呼吸の使い分けについても触れてみた
いと思います。

・ガバナー事務所
ガバナー月信 4 月号
・地区大会事務局
・名札のお願い（会長・幹事は 4/14（金）地区指
導者セミナー、晩餐会より名札の準備をお願いし
ます。
・本会議登壇者リハーサル
4/15（土）9：30～11：00 まで行います。
・4/16（日）青少年の集いは、長崎港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙに
8 時 30 集合 9：00 乗船開始
・伊万里ＲＣ
①第 38 回ＲＹＬＡ開催のご案内
テーマ『あきらめない（Dont give up）』
日時：5 月 27 日（土）～28 日（日）【1 泊 2 日】
会場：佐賀県 黒髪少年自然の家（武雄市山内
大字宮野字古場 1888-54)TEL0954-45-2170
特別講演：講師 植松 務（うえまつ つとむ）氏
『下町ロケット』のモデル
・させぼ海洋探検隊実行委員会
させぼ海洋探検隊 in 高島 2017 開催に向けて
第 1 回実行委員会開催のご案内
日時：4 月 13 日（木）17：00～
場所：福田外科病院 健診室
3.伝達事項
① 本日、第 8 回理事会議事録を皆さんのセルフ BOX
へ入れております。
② 本日、地区大会昼食会の出欠を確認いたします
のでよろしくお願い致します。
③ 4/10（月）次回例会は創立記念卓話富田耕司会
員です。

《幹事報告》
宮﨑有恒 幹事
1. 来信
・国際ロータリー日本事務局
①「母子の健康月間」のリソースのご案内
②4 月ロータリーレート 1 ドル＝116 円
・公財）米山梅吉記念館
①館報 2017 春号 Vol.29
②春季例祭のご案内
日時：4 月 22 日（土）14：00～
場所：米山海吉記念館ホール
③賛助会ご入会のお願い

《今月の結婚祝い》
S.59.4.15 深町 等・なお夫妻
H.16.4.17 公門新治・智恵子夫妻
《今月の誕生祝い》
S.14.4.14 豊島揆一君
S.22.4.12 二ノ宮 健君
S.25.4. 5 鳥越敏博君
S.27.4.10 牧野博一君
S.39.4.2 近藤竜一君
S.47.4.25 田島 慎君

《委員会報告》

近藤竜一会員
会社の入社式のため、本日の例会は欠席いたします。
今年で 53 歳です。バースデイソング聞けずに残念で
す。誕生日のお祝いありがとうございました。

緒方信行 プログラム委員長
プログラム変更は表のとおりです。
峯 徳秀 次期会長
次年度組織表を配布しています。よろしくお願いしま
す。

福田俊郎会員
宮原明夫会員
峯 徳秀会員
平石晃一会員
緒方信行会員
森 豊会員
湯口純二会員
中野雄一郎会員 松田信哉会員
小川 寛会員
松永祐司会員
松尾重己会員
八木順平会員
小川一貴会員
古賀新二会員
蒲池芳明会員
松田亜由美会員
昨日の観桜会は親睦委員会の皆様お疲れさまでした。
本日の卓話は森豊前幹事によるクラブフォーラム
「クラブ定款と細則について」です。勉強させていた
だきます。
「謹んでお聞きください」
（森・前幹事より）

松尾重巳 青少年奉仕委員長
RI2740 地区ガバナー事務所から「第 38 回 RYLA 開
催のご案内」が届いています。参加希望者は 4 月 10
日までに松尾までご連絡ください。

《ニコニコＢＯＸ》
松田亜由美

親睦活動委員

藤井良介会長、永田武義副会長、宮崎有恒幹事
昨日の大村での「観桜会」では、今年は開花状況が一
週間ほど遅れていましたが、それなりに桜をめでるこ
とができ、食事会では子供たちの手品で盛り上がり、
おかげさまで楽しいひと時を過ごし、添乗員役の渡会
親睦活動委員長、船津委員、そしてお酒を飲む役の湯
口副委員長お疲れさまでした。本日は第 4 回クラブ
フォーラム「クラブ定款と細則について」です。担当
の森 前幹事よろしくお願いします。
村上寅雄会員
森 前幹事、本日のフォーラムがんばってください。
豊島揆一会員
親睦活動委員会の皆さま、昨日の観桜会は孫たちと参
加し大変お世話になりました。私も大変おいしい日本
酒をいただきひと時を過ごしました。ありがとうござ
いました。
小西宗十会員
昨日のお花見、渡会委員長、船津委員、大変お世話様
でした。森 前幹事、本日のフォーラムお疲れ様です。
二ノ宮 健会員
①第 4 回ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ、森 前幹事ご苦労様です。
②誕生日のお祝いありがとうございました。

松尾良子（故松尾辰二郎会員夫人）様
4 月になり、藤井年度も残り 3 カ月ですね。佐世保北
ロータリークラブ会員皆様のご活躍を祈念してニコ
ニコします。

鳥越敏博会員、田島 慎会員
本日は、われわれの誕生日を祝っていただきありがと
うございました。

本日の合計
クラブ会報委員会

委員長 /二ノ宮 健

委員 / 小西宗十

中山

誠

鳥越敏博

39,000 円
38,000
蒲池芳明

累計 1,364,500
1,215,500 円
（記事担当

小西

宗十）

