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◎11月度定例理事会報告
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部総支配人よりご案内がございます｡


◎本日､ 例会終了後､ クラブ協議会を開催致します｡ 大勢の出席を
お願い致します｡
◎次回11月30日は夜間例会となります｡
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委員長
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◎例会の食事に関しまして ｢きのこを使った季節料理｣ と題して岡
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山田

正憲
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お世話になります｡

'()*&

誕生祝ありがとうございます｡ 50代最後の年です｡



①誕生祝いありがとうございます｡ いよいよ年金生活

&

者となります｡ ②釣り同好会､ 初のご案内を FAX させていただき



◎国際ロータリー日本事務局より､ 鴻 義久会員にマルチプル・ポー
ル・ハリス・フェロー・ピンが届いておりますので贈呈します｡

ました｡ 他クラブの愛好者も参加します｡ 当クラブの皆様もぜひご
一緒に！
！
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①誕生祝いありがとうございます｡

②田中龍太郎さん､ 昨日はお世話になりました｡
-.&
いに

結婚祝いありがとうございました｡ ここで一句 ｢お互

記念日忘れ

/012&

ボケ話題｣ お粗末｡

結婚記念日？もしかして銀婚式かも？やばい何かたか

られるかな｡
345%&

結婚記念日のお祝いありがとうございます｡ これか

らも長続きするよう忍耐､ 努力の日々です｡
6789&

結婚祝いをありがとうございました｡
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①本日の卓話は､ 日刊現代の藤田学さんです｡ ご静聴

の程を…｡ ②先週､ 私とお酒をくみかわした皆様､ ご心配をかけま
した｡ まだ生きております｡
③私の家の近くに〝時の人〟守屋さんのご自宅があり､ 昨日は30人






余り､ 今朝も十数人の記者やカメラマンが張り込んでいて､ 静かな




環境が破壊されつつあります｡

11月９日雑誌委員会の委員長会議が６クラブ・63名が参加して開

=>?@&

神奈川 R.C の岩岡さん､ ようこそいらっしゃいまし

催されました｡ 議題は ｢ロータリーの友の購読義務について｣ ｢ロー

た｡

タリーの友の広報誌としての利用法｣ ｢ロータリーの友を読む会｣

ABC&

月山さん､ 先日は大変お世話になりました｡

でした｡



今泉さん､ 先日はお忙しい中､ ご無理を言いまして申









12月23日の ｢年忘れ家族会｣ の申し込みにつきましては､ FAX
にてお願い致します｡ 参加費用につきましては､ 12月７日以降に集
金致しますのでよろしくお願い致します｡
また､ 親睦活動委員会主催の忘年会を12月７日に開催致します｡
出欠を11月30日の例会までにお知らせ下さい｡








｢年忘れ家族会｣ のチャリティーにご協力をお願い申し上げます｡

&

し訳ございません｡ ありがとうございました｡
DEFG&

先週はソシアに２回行きました｡ 少しロータリーの

事がわかった様な気がします｡ 良い勉強になりました｡
H

I&

会員にしていただいて､ １年が経ちました｡ ありがと

うございます｡
JA

K&

古川先生いつもいつも楽しませていただいてありがと

うございます｡ 脇田さんにはとても素敵なお花を選んでいただき､
感謝申し上げます｡
H+LM&

古川先生昨日は､ お上品なお品ありがとうございまし

た｡
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11月23日､ 釣り同好会で ｢アジ釣り｣ を企画致しましたのでご参
加ください｡
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す｡ 日刊ゲンダイも例外ではありません｡ 最大の敵は携帯電話です｡

 

 












電車の中でゲームやメールで時間つぶしをされて､ 新聞も文庫本も
読まれない時代になってきました｡ でも､ それに負けたら､ 編集者
の名折れ｡ ｢もっと過激に刺激的に｣ と社内で大声を上げている毎
日ですから､ 今もって成長中と自負しています｡
｢日刊ゲンダイ｣ のご愛読をお願い致します｡





 



11月18日国際会議場にて地区大会が開催され､ 当クラブがコ・
ホストクラブとして新世代交歓会をサポート致しました｡ 講演だけ
でなくドミノ倒しなどを通じて交流が盛んに行われておりました｡

｢日刊ゲンダイ｣ は､ 首都圏を中心に､ 鉄道の駅売店やコンビニ・
ストアーで夕方以降売られている夕刊紙です｡ 講談社の資本でスター
トし､ 今年11月で､ 創刊から33年目に入っています｡
一般新聞､ 一般スポーツ紙との一番の違いは､ 宅配は１％程度｡
残る99％が即売ということです｡ 売店で１回１回､ 120円､ 週末版
は130円を出して買っていただかないと､ 商売が成り行かない｡ こ
れは非常にきつい商売です｡
さらに､ ガムやチョコレート､ 書籍であれば､ その日に売れ切れ
なくても､ 在庫が残っても翌日売ればいいのですが､ 日刊ゲンダイ
はその日限りの寿命｡ 大量の売れ残りは許されません｡ 言ってみれ
ば､ 鮮度が命の高級刺身のようなもの｡ もちろん冷凍はきかないの
で､ もっと大変です｡
では､ どうするか｡ どうやれば売り切れる商品を店頭に並べられ
るか｡ 毎日そこに知恵を絞るわけです｡
いま編集部員は約60人｡ 政治から経済､ 事件､ 芸能､ 健康記事､
風俗情報､ 野球・スポーツ､ 競馬まで､ ６つのグループで28ページ
ほどの記事を作っています｡ およそサラリーマンに関心のある出来
事は落とさずに並べる｡ 品ぞろえというか､ 情報量のお得感は最低
限のニーズと思っています｡ それを踏まえたうえで記事の作成に大
事なことは､ 切り口と味付けです｡ 隠されたものを暴くこと､ さら
に朝刊やテレビを見た人が､ もっと深く知りたい､ ウラ側はどうなっ
ているのかと思う疑問に答えてやることです｡ 読者に ｢へぇ､ そう
だったのか｣ ｢読んで得した｣ と満足してもらうことです｡ この切
り口や味付けというのが､ 活字メディアの命であり､ 特性といえま
す｡
ゲンダイは創刊以来､ ｢反権力､ アンチ巨人｣ で売ってきました
が､ そうした ｢強いものに立ち向かう｣ ｢ウラを暴く｣ 報道姿勢が
団塊世代を中心に支持され､ 即売紙としては首都圏トップの地位を
守ってこれたと思っています｡
最近は景気の影響や深刻な活字離れで､ どの活字媒体も右肩上が
りの時代は終わっています｡ 一般紙もスポーツ紙も書籍も大苦戦で



 

ロータリー財団学友が正会員となることを認める件
提案者：イングランド､ Staffs.､ Newcastle-under-Lyme ロータ
リー・クラブ
イングランド､ Staffs.､ Penkridge で開かれた第1210地区審議会
にて承認
2006年３月
国際ロータリー定款を次のように改正する (手続要覧第171〜172
ページ)｡
 
 
 クラブは善良な成人であって､ 職業上良い世評を受け
ている正会員によって構成されるものとする｡
 一般に認められた有益な事業または専門職務の持主､
共同経営者 (パートナー)､ 法人役員または支配人
であるか､ または
 一般に認められた有益な事業または専門職務あるい
はその地方代理店または支店において､ 裁量の権限
ある管理職の重要な地位にあること､ または
 本サブセクションのサブサブセクション (1) また
は (2) に挙げられているいかなる地位からも退職
していること､ または
 理事会によって定義されているロータリー財団学友
であること

 

会員身分の終結に関する規定を改正する件
提案者： スウェーデン､ Hudiksvall ロータリー・クラブ
スウェーデン､ Rattvik で開かれた第2330地区大会にて承認
2006年５月
標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する (手続要覧第
236ページ)｡
  
  
 正当な根拠｡ 理事会は､ いずれの会員も､ 本クラブの
会員としての資格条件に欠けるようになった場合は､
もしくは他に十分と認められる根拠があれば､ 特にそ
の目的のために招集された理事会の会合において､ 理
事会全員の３分の２を下らない賛成投票によって､ そ
の会員身分を終結せしめることができる｡ 本会合の指
針となる原則は､ 第６条の第１節および ｢四つのテス
ト｣ とする｡

標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する (手続要覧第
236ページ)｡
  
   
 出席率｡ 会員は､
 年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のう
ち少なくともその30パーセントに出席しなければな
らない (RI 理事会による定義に従っているガバナー
補佐は､ この義務を免除されるものとする)｡

 

会員身分の終結手続きの間､ クラブが会員身分を一時保留とする
ことを認める件
提案者：オーストラリア､ Vic.､ Melton Valley ロータリー・クラブ
オーストラリア､ Vic.､ Geelong で開かれた第9800地区大会承認
2006年３月
標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する (手続要覧第
237ページ)｡
  

!"#
標準クラブ定款のいかなる規定にもかかわらず､ 理事会の
見解において
 会員が､ 標準クラブ定款に従うことを拒否または怠っ
た､ あるいは会員としてふさわしくない振舞い､ また
はクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信
憑性のある告発があった場合
 立証された場合､ これらの告発が､ 当該会員の会員身
分を終結するのに正当な理由となる場合
 当該会員がその結果を待つ間､ または理事会が適切と
考える措置が取られるまでは､ 当該会員の会員身分に
関して いかなる措置も取らないことが望ましいとさ
れる場合
 クラブの最善の利益のために､ また当該会員の会員身
分に対する票決が取られないまま､ 当該会員の会員身
分が一時保留とされ､ 当該会員が例会やそのほかの本
クラブの活動への出席や､ 本クラブのいかなる役職や
任務からも除外されるべきである場合｡ 本項の目的の
ため､ 当該会員は出席義務を果たす責務を免除される
ものとする｡ 理事会は､ その３分の２以上の賛成票に
よって､ 理事会の決定する期間と追加条件に従い (た
だし､ いかなる場合も､ 正当に必要であるとみなされ
る期間内で)､ 前述の通り会員の会員身分を一時保留
とすることができる｡

前号において委員会報告の役職に誤りがございました｡ 以下の内
容に訂正するとともにお詫び申し上げます｡
誤) ロータリー財団委員会

 

欠席を理由として会員身分を終結することに関する規定を改正す
る件
提案者：米国､ Texas で開かれた第5930地区大会にて
2006年４月〜５月

委員

誤) Ｒ財団奨学生

正) 米山奨学委員会

前委員長

正) 米山奨学生
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