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亀ヶ谷邦博 第2590地区ガバナーと石川正人 地区大会実行委員が
地区大会のご報告でお見えになりました｡
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山田

富雄

会員 (５月28日)

吉田

隆男

会員 (５月31日)



｢春の家族会｣ にご参加をいただきありがとうございました｡ ６
月14日(土)には ｢ほたるの会｣ を予定しておりますので､ 是非ご参


赤堀



和人

加ください｡

会員 (５月30日)
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山田

正憲

SAA

地区大会のお礼に参りました｡

遅くなりましたが地区大会へのご協力に対しお礼のご

挨拶に伺いました｡ 報告書の通り､ お蔭様で盛会裡に終わることが
出来ました｡ ありがとうございました｡

５月度定例理事会報告


◎神奈川 R.C から卓話の案内が来ておりますので回覧致します｡



お世話になります｡



本日はお世話になります｡



①結婚祝いありがとうございました｡ 早いもので33回

目となりました｡ ②澁谷さん､ 良い顔してますよ｡
!"

◎次週５月30日は夜間例会 (台湾滬尾 R.C､ マレーシアルーヤン
R.C



しく過ごさせていただきました｡ 親睦委員長､ 委員の皆様ご苦労様

青少年歓迎会) になります｡

場所：ホテルキャメロットジャパン

５Ｆ

ジュビリーⅠ

でした｡
#

点鐘18時
◎本日､ 第４Ｇ現年度・次年度合同会長幹事会が 鶴見 翠華楼にて

$%

ます｡

当クラブからは､ 吉田会長､ 犬飼次年度会長､ 古川次年度幹事が

&'()

出席致します｡
・ ｢友｣ インターネット速報

・米山奨学会ニュース

・タウンニュース

・横浜いのちの電話

・川崎中 R.C 会報

・川崎とどろき R.C 会報

出産祝い贈呈 (事務局

本日入会式を迎えた金森さん､ 齋藤さんこれからよろ

しくお願いします｡
*+,-

金森さん､ 齋藤さん入会おめでとうございます｡ 力を

ぬいて楽しく行きましょう｡
./0



ブライア・シンプソン様､ 本日はお忙しい中､ おいで

いただきましてありがとうございます｡ 卓話､ よろしくお願い致し

開催されます｡

◎回覧物

結婚祝い､ ありがとうございます｡ 先日の家族会､ 楽

齋藤さん､ 入会おめでとうございます｡ これからもよ

ろしくお願いします｡ また先日は､ 我妻先生､ 河野さん大変お世話
渡辺幸実)

になりました｡
 先日の春の家族会にご出席の皆様大変お疲れ様でした｡
また本日入会の金森・齋藤さんよろしくお願い致します｡
1234

春の家族会ご参加の皆様､ お疲れ様でした｡ 親睦委員

の方､ ご苦労様でした｡
563"

先週の家族会は久しぶりのディズニーシーで好天にも

恵まれ楽しく遊びました｡ 田委員長他親睦委員会の皆さん､ ご苦
労様でした｡
7

89

先日の春の家族会､ 田委員長はじめ皆様にお世話に

なりました｡
:

;

先日の家族会は､ 田親睦委員長始め親睦委員の皆様

には大変お世話になりました｡
<=>

春の家族会不参加申し訳ございませんでした｡ 孫達が

予定が一杯のためでした｡




当 ARK は､ 1999年８

先日は､ 古川先生､ 月山さん､ 老妻がお世話になり､

月に NPO (特定非営利

ありがとうございました｡

活動法人) として承認さ

 台風一過といえばよいですが､ 税務調査が終りました｡

れています｡ また2007年､

バンザーイ｡

日本で初めてイギリスの



田中さん､ 橋本さん､ 布施さん先日はありがとうござ

RSPCA 国際準会員に認

います｡

定されました｡




少し遅刻をしました｡ 申し訳ありません｡

RSPCA は世界中で広

①金森さん､ 齋藤さん入会おめでとうございます｡ ②

く認められている動物福

シンプソン様､ 卓話楽しみにしてます｡ お世話になった我家の犬も

祉の基準を確立した協会

元気にしてます｡ ③先週の家族会､ 楽しく過ごさせていただきまし

であり､ 世界的にも著名

た｡ 親睦委員会の皆様ご苦労様でした｡

で権威のある協会の一員



であることは､ 大変名誉

北海道は倶知安ロータリークラブでバナーを交換して

参りました｡ 誕生祝いありがたく頂戴しました｡
;<=>?

なことです｡
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現在アークには犬250頭､ 猫200匹､ その他銀狐や豚､ ウサギなど

=C
LMNC
MBOE

の小動物が保護されています｡
こらの動物はすべて､ 無責任な飼い主により､ 虐待や飼育放棄､



または捨てられてしまった動物達なのです｡ アークではすべての動



物に不妊・去勢手術を施し､ 心と体に受けた傷の治療をしながら､









新しい家族を探しています｡
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アークの活動資金や動物達の医療費等の全額は､ 皆様からの寄付
によって賄われております｡
アークでは､ 皆様のご理解・ご協力により活動を続けており､ 年
間約300頭もの動物が素晴らしい出会いを果たし､ 新しい家族と共
に幸せに暮らしております｡
1991年から記録にあるだけで犬2,000頭以上､ 猫700匹以上を里親
に出しています｡
大阪のシェルターには､ 動物関連の学校を卒業した者､ 獣医師資
格を持つ者､ グルーミング等の専門知識を持ったスタッフが常時30
名以上勤務しています｡

1236789:
１) 様々な過酷な状況にいる動物たちのレスキューと保護をし､ 心
と体のリハビリを行った上で里親を探すこと｡
２) 望まれずに生まれてくる犬や猫をなくすための不妊・去勢手術
の遂行とその啓蒙活動｡

12345

３) 犬・猫などの飼い主さんに対する動物の生態的に正しい世話の

ARK (アーク) は､ 非営利・非政治の私設団体で､ 動物を愛し､

仕方や扱い方､ 動物の行動の理解の仕方など､ HP やパンフレッ

積極的に動物へ救いの手を差し伸べようとしている人たちのネット

ト､ 電話応対などを通しての啓蒙活動｡

ワークを作ることを目的として､ 1990年に英国人エリザベス・オリ

４)

バー女史を中心に設立されました｡

５) ARK ニュースレター (約 16p 季刊) 15,000部を発行｡

オリバー女史の母国である英国の動物法や､ 先進諸国の動物法に
習い､ 日本国内の動物たちの環境や問題を少しでも改善していこう
と日々活動している非営利の団体です｡ また､ 世界の動物福祉の先
進国は動物たちをペットとしてではなく､ 家族であると同時に社会
の一員として欠かせない存在

コンパニオン・アニマル

けていますが､ その理念の啓蒙活動も行っています｡

と位置づ

コンパニオン・アニマル

理念の啓蒙活動｡

６) 現行の動物保護法を真に効力のあるものにするための行政への
働きかけ｡
2008年５月23日



 


ゾーン､ ゾーン内のセクション､ もしくは複数ゾーンのグループで
開催されるものとする｡

 


ホスト地域内のロータリアンのための特別１日パスを検討するよ
う､ RI 理事会に要請する件
第5840地区は､ 2001年６月24〜27日に米国テキサス州サンアント
ニオで開催され､ 多くの出席者が参加した国際ロータリー年次大会
のスポンサー地区であった｡
第5840地区から何百名もの人々が地元の代表として出席しうる可

RI 会長ノミニーの選出の規定を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する｡
第10条 (手続要覧第198〜199ページ)｡
第10条

役員の指名と選挙

一般規定

能性があったにもかかわらず､ これらの人々は高額な登録料を理由
に当地での国際大会に出席しなかった｡
国際ロータリーには､ どの国際ロータリー年次大会にも出席した
ことのないロータリアンを惹きつけるための独特な機会が毎年ある｡
スポンサー地区のロータリアンのみを対象に小額の登録料を設け
れば､ 新しい大会参加者はその後も通常の登録料で国際大会に参加
するようになるであろう｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
国際大会のアドホック委員会によって提出された以下の推奨事項の
承認を検討することとする｡
事務総長が設定し､ RI 理事会が承認した規則の下､ ホスト地域

10.010. 最適任のロータリアン
ロータリーの被選役職における職務には､ 最適任のロータリアン
が選ばれるものとする｡ (続く各節は､ 該当する番号に振り直され
る)
10.060. 選挙運動､ 投票依頼､ 当選を図るための活動
10.060.1. 禁止されている活動
ロータリーの被選役職における職務に最適任のロータリアンが選
ばれるために､ 選挙運動､ 投票依頼､ 当選を図るための活動､ ある
いは別の活動によって､ 肯定的､ 否定的を問わず選挙手続に影響を
及ぼすいかなる行動も禁止されている｡ ロータリアンは､ 選挙によっ

のロータリアンとそのゲストを対象に､ 開会式と閉会式の間の２日

て任命される RI の役職に就くために選挙運動､ 投票依頼､ 当選を

間 (通常､ 月曜日と火曜日) に使うことのできる､ １日パスのため

図るための活動を行ってはならないし､ 自分の代わりの人に､ また

に大幅に割引した登録料 (登録料全額の約25％) を設けるべきであ

は他の人の代わりにこのような活動をさせてもならない｡ 理事会が

る｡

特に認めたもの以外に､ パンフレット､ 印刷物､ 書状その他 (電子

ロータリアンとゲストはこの１日パスを (月曜日か火曜日の) い

メディアや電子通信手段を含む) を､ クラブまたはクラブ会員に､

ずれかの日に使用することができるが､ 両日に使用することはでき

ロータリアン自身あるいはこれに代わる他の人々が配布もしくは回

ない｡

覧してはならない｡ 候補者が､ 自分に代わって､ このような禁止さ
れている活動が実施されているのに気付いたなら､ 直ちに､ その関

 

ゾーン研究会をロータリー研究会に改称し､ RI 細則の言及箇所
を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する

係者に非難の意を表明し､ このような活動を中止するよう指示しな
ければならない｡
10.060.3. 理事会の審議
理事会は､ このような申し立てを十分に審議するものとする｡ 理
事会は､ 申し立てを却下するか､ 当該被選役職または将来の RI 役
職､ あるいは､ その両方に対し候補者を失格とするか､ または､ 理

第17条より (手続要覧第225ページ)｡

事会が公正かつ正当とみなす他の措置を講じるものとする｡ 候補者

第17条

を失格させるには３分の２の投票を必要とするが､ その失格は､ 理

財務事項

17.060. 財務見通し５ヵ年計画

事会の定める RI 役職に一定期間適用される｡ 理事会は､ 第10.060.1
項に反したロータリアンに対し､ 公正とみなされる措置を講じるこ

17.060.4. ロータリー研究会における見通し５ヵ年計画に関する説

とができる｡ 理事会の決定は速やかに､ 全関係者に通知される｡ 本

明発表見通し５ヵ年計画は､ 討議に付すためにロータリー研究会に

細則第5.020.節の規定にもかかわらず､ この決定に対する提訴は､

おいて理事が説明発表するものとする｡

国際大会開会の少なくとも５日前に事務総長に正式に提出されなけ

および第19条 (手続要覧第226ページ)｡

ればならない｡ 但し､ 理事会が､ その日以降の提出期限を承認して
いる場合はこの限りでない｡

第19条

(次回へ続く)

その他の会合

19.020. ロータリー研究会
会長は､ 情報提供のための年次会合であるロータリー研究会の開




催を許可することができる｡ ロータリー研究会には､ RI の元､ 現
ならびに次期役員､ また招集者によって招待されたその他のロータ
リアンや来賓が出席できるものとする｡ ロータリー研究会は､ RI､
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