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2013-'14Rl会長

会長

会報委員会

SAA:(司会)古藤田博澄(SL)福田儀市小島昭夫斉唱「君が代」「ロータリーの目的」「それでこそロータリー」

【 会長挨拶、
司

会長竹村淳一郎 【慶事発表
、
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今年も桜の咲く時期になりました。もう満開間近、

今年も鑑賞できてよかった。そんな気がしてくる、自

分の歳に感'慨を持ったりしている今日この頃です。

今日は、志田ガバナー、そして、第二分区会長幹事の

皆様ようこそいらっしゃいました。志田ガバナーには、

浜松で開かれましたPETSでの御挨拶を聞かせて戴きま

した。あと3か月で任期が終わるとにこやかな顔で話さ

れたことが印象的でした。さらに、この席には本年度の

会長、幹事はいないはずですとの一説がありましたが、

残念ながら一人だけ例外がおりました。その時、私の心

は挫けていましたが、私の不徳といたすところ、もう一

年落第生として、会長をやらせていただきます。来年こ

そクラブの皆さんの助けを借りて'5か月後には会長を卒

業いたしますので皆様よろしくお願い致します。

この後、志田ガバナーには、退会者が年度末に増える

この時期，如何に留め、逆に増強をするかについてお話

をして頂くことになっております。

お会いする時はいつもガバナーのパワーを頂いております。

今夜もパワーを頂きたいと思います。

志田ガバナーよろしくお願い致します。

P
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４【幹事報告 幹事中山博司

《例会場及び例会時間の変更》

・三島RC4月2日（水）お花見例会

。せせらぎ三島RC4月4日（金）夜間例会

・三島西RC4月10日（木）夜間例会

※次回例会の予定

・次回4月8日は6日に行われる地区協議会出席者の報告です。

.次々回4月15日はクラブ定款・細則の変更に関して土

屋龍太郎委員長が説明いたします。

・4月19日(士)は例会変更で相模原西RCとの交流会で

す｡後ほど石井親睦･友好委員長より案内があります。

※当クラブの予定

先週から回覧していますが4月26日（土）米山記念館で

春の例祭がおこなわれます。多くの方の参加をお願いい

たします。
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二【ケスト・ビジター

･志田洪頴（ガバナー）、佐藤長巳（地区副幹事）

伊藤雅之（アシスタントガバナー）、望月義明（アシ

スタントガバナー事務局）

･勝又敏雄（御殿場）、飯塚秀男、勝又明、小野靖（裾

野)、渡這富夫、吉田雅昭（長泉）、渡辺了功、久保田

伸治、八木貴夫E島）野田和秀平出利之恒島西）、

山本良一、加藤正幸、中山和雄（せせらぎ三島）
（敬称略）

、
洲
‐
４0出席報告 委員山本裕二

今回欠席者：紀平、田島、浜村、侭田、水口、鈴木

前々回のMU者：石井(3/15米山記念館）

玉置（3／19相模原西）

F RI会長ﾃー ﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」L

前々回

今回

出席総数

23／31名

25／31名

出席率

74．19％

80．65％

ﾒークアップ

25／31名

会員総数

修正出席率

80．65％

32名



Ⅲｽﾏｲﾙ報告
☆佐藤長巳（静岡）：志田ガバナーがお世話になって

います。あと残り3ヶ月の任期を全うできるように

静岡クラブ全員でサポートします。

☆吉田雅昭（長泉）：伊豆中央RCの皆様、本日はお

世話になります。伊豆縦貫道開通で30分足らずで

来ることができました。たびたびメイクアップに来

ても良いかもと思いました。

☆渡逼富夫（長泉）：伊豆中央RCの皆様、本日はお

世話になります。志田ガバナー、よろしくご指導下

さい。

☆土屋（龍）：せせらぎ三島RCの米山さんの所にお

世話になっていた娘が、本日より当社で勤務するこ

とになりました。米山さんに感謝です。

☆伊豆中央RC全員：志田ガバナー、佐藤地区副幹事、

【卓話

ガバナー志田洪顛（静岡RC)

皆さんこんばんは、2度目のクラブ訪問をするガノ、

ナーも珍しいと思いますが、分区の会長幹事会に合わ

せて伊藤AGの計らいで本日訪問することが出来感激

です。ガバナーとして78クラブ全て訪問した事は自

分にとって大きな財産であり、その結果得られた事を

踏まえてお話させて頂きます。

最初に、例会冒頭「ロータリーの目的」の唱和があ

りましたが、長年ロータリーを続けてきましたが初め

ての体験で素晴らしい事です。綱領を目的と改めた事

について異議を唱え、理念に付いても議論は尽きない

のですが、その意味で3年に1度のクラブ定款細則の

見直しは大切なこととお伝えする事もガバナーの仕事

のひとつです。先程配布された資料にある定款細則改

定の伊豆中央RCの取り組み方評価したいと思います。

今回の手続要覧からRIはクラブとの関係と同時に個

人としてのロータリアンー人ひとりの資質を高める事

が規定され、2010年手続要覧の職業分類を改め、地

域の実情に合わせた職種、年齢層を踏まえて、現在、

過去の職業で得た知識、経験を尊重することになりま

静岡第二分区の伊藤Aガバナー、望月さん、会長

幹事、会員増強委員長の皆様、ようこそ。

（敬称略）（本日のスマイル合計59,000円）

【委員会報告｜：
◆定款細則委員会委員長土屋龍太郎

次々回4月15日例会で定款細則改定についてお計り

致しますので資料を事前に配布致します。3年に一度

の改定を皆様にご理解頂く為ですので御一読宜しくお

願いします。

◆親睦友好委員会委員長石井政 一

4月19日相模原西RCと合同例会・懇親会を開催

致します。会場はサンバレー富士見、開会は通常より

30分早く18時30分、会費8000円、御家族の参加も歓

迎致します。また、翌20日は観光です。皆様奮って

御参加下さい。

した。クラブの定款の変更は出来ませんが、細則につ

いてはクラブ理事会に大きく権限が移譲され、会費、

出席、委員会構成に至るまでクラブの実情に合わせて

改定して頂き、より柔軟なクラブ運営が出来ます事を

お伝え致します。

次に会員増強ですが、実は今日京都から戻ってきま

した。29，30日と京都の地区大会に出席して、昨日

は引き続きで2名のRI理事も出席してガバナー会が御

座いました。全国34地区のうち28名のガバナーが東

京以外に集まるのも初めてではないかと思いますが、

その話題の中心も会員増強についてでした。現在全国

で89.000人の会員数があり。会員増強1万人の目標

に対し8.000人程度の入会がありますが、同時に約1

万人の退会者があり、その大半が5～6月に集中しま

すから、これを何とかしなければ、ザルで水を掬うよ

うなものです。退会防止に工夫をして下さい。

若い人は金はないが体を使って頑張ってもらう。中

年はこれから地区のリーダーとして活躍してもらう。

60代70代は地域の実力者として活動してもらう訳で

すが、高齢者も参加する意識がある限りロータリアン

として、人生の先輩として敬う心大切だと思います。

100歳になっても例会に出席して会費を払うだけでも

大きな社会貢献が出来るのがロータリークラブですか

ら、高齢だから引退などと考えずに頑張って頂きたい

と思います。

それから、4月は転勤の時期ですが、クラブ会費の

徴収の仕方も半年単位に拘らないで、入会が容易にな

るような工夫が必要と思います。対策は理事会で決め

て頂ければ出来るようになりました。クラブの会長さ

んには理屈抜きで退会防止に取り組んで頂く事お願い

して終わりとさせて頂きます。御静聴ありがとうごさ

いました。
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2013-'14Rl会長ロンD・バートンガバナー志田洪頴

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

SAA:(SL)福田儀市（司会)小島昭男古藤田博澄 斉唱「我等が生業」

でいた親友だったので何か引きずりそうです。自分もこ

れから少しは健康に気をつけていこうと思っています。

今日は有難うございました。

【会長挨拶 会長竹村淳一郎

桜が散ると何か気分が姥L

くなります。しかし桜の後に

は陽気が暖かさを増し、野山

は緑が深くなり、その緑の色

濃くなるのにつれて全ての命

も、強さを増していくような

時期のように思われ、私の好

＝ﾖ

●、
L

幹事中山博司】
ｒ
Ｌ 幹事報告 事中

先週の例会は大勢のお客様を迎え、皆さんのご協力有

難うございました。メンバーを加えると44名でした。で

も私が入会して何年か後に60数名のメンバーがいた時を

知っていますので我がクラブの激減ぶりが分かります。

皆んなで会員増強を頑張りましよう。6日の地区研修・

協議会に参加された皆さんご苦労さまでした。後ほど発

表をお願いします。

《例会場及び例会時間の変更》

・三島西RC4月10日（木）夜間例会

・三島西RC4月17日（木）例会場変更米山記念館

．せせらぎ三島RC4月18日（金）夜間例会

※今後の例会予定

・次回4月15日はクラブ定款・細則の変更箇所の説明

と決定をします｡質疑応答の時間がありますので先

週配ったものを次週は持ってきてください。

．次々回4月19日は相模原西RCとの合同例会及交流

会となります。

・4月29日は祝日休会で、その次週の5月6日も祝日休

会です。2週続けてお休みとなります

きな時期でもあります。まだ花粉が飛んでいるのが困

りますが。

先日は浜松での地区協議会へ参加して頂きました皆様

には、ご苦労様でした。後ほど、協議会の報告をお願い

致します。

また、士屋龍太郎君には、伊豆総合高校の入学式に出席

して頂き有難うございました。校長先生等の転勤があり

ましたが、学校との接触の中で、伊豆総合高校のインタ

ーアクトクラブとのかかわりについて、新しい方向があ

りましたならお知らせ頂きたいと思います。水谷君にも

伊豆総合高校との関わりについてよろしくお願い致します。

？

慶事発表慶

・紀平幸一4月7日会員誕生日

・中山博司4月13日会員誕生日

《誕生日の一言》

紀平幸一：74才になります。本人は誰の年という感じで

自覚がありません。ロータリーも43年になります。種々

やらせていただき、後はガバナーだけですが、さすがこ

ればかりは…蒔田パストガバナーとは月1回の会合で一

緒してますが、さすがあきらめていただけた様です。県

医師会副会長、もう少しやらなければいけないかもしれ

ません。早くロータリーへ返りたいと思ってます。

中山博司：13日で66歳になります。6日協議会へ行くバ

スで浜松へ向かっている途中に友達が亡くなった電話が

入りました。入院はしてましたけど、いつも一緒に遊ん

【出席報告委員長玉置敏】

今回欠席者：田島、中係、浜村、藤田、侭田、水口

前々回のMU者：土屋(雄)(4/6地区協）

浜村（4／6地区協）

山本（4／6地区協）

職長ﾃー ﾏ｢ﾛー ﾀﾘー を実践しみんなに豊かな人生を」】r

L

前々回

今に

出席総数

25／31名

25／31名

出席率

80.65%

80．65％

メークアッラ

28／31名

会員総数

修正出席率

90．32％

32名



ロスマイル報告 委員長石井政一

☆竹村：先日の地区研修協議会へ参加されました皆様、

一日大変ご苦労様でした。

☆土屋（雄）：長友先生へ。明日、我家の愛犬メリー

の手術の日だそうです。今晩は早く家に帰って明日

へ備えてください。くれぐれも午前様にならない様

お願い申し上げます。（本日のスマイル合計8,000円）

､委員会報告
弓、

一

◆ 親 睦 委 員 会委員長石井政一

く相模原西RC合同例会・親睦会のご案内〉

・親睦会

会場ホテルサンバレー富士見

日時4月19日（士)18時30分開会点鐘

・観光4月20日（日）9時10分サンバレー出発

御家族様の参加をご協力お願い致します。

◆ 米 山 委 員 会 委 員 長 雨 宮 演 邦

一年間に2回、春・秋と例祭が行われています。本年

は4月26日14時より開祭です。講演の講師は水野正人

氏です。演題は「東京五輪が国際交流に果たす役割」

です。その後、アトラクションは三島西RCメンバー

の軽音楽が用意されています。多くのご参加をお待ち

申し上げております。

唖 協議会報告

◆会 長幹事部会会長竹村淳一郎

本年度から名称が地区協議会から地区研修・協議会

にかわりました。私は、PETS会長エレクト研修に続

き地区研修・協議会に参加いたしまして次年度もいよ

いよという状況になってきたように思います。

さて、岡本一八ガバナーエレクトは、本会議において

新年度にあたってと題して、話をされました。201琴

年～15年度のロータリーは、ゲイリーホァン会長の元、

「ロータリーに輝きを」もたらすことがテーマ。であ

るが英語ではLIGHTUPROTARYであり「輝け

ロータリー」の気持ちでやって貰いたい。会員増強に

は奥さんを入会させれば倍になる。自分のクラブでな

くてもよそのクラブでも入れる。面白い考えを話され

ていました。社会ニーズが50年前と大きく変化して

いる今、私たちの考え方もチャレンジすることが必要。

過去から目線ではなく、未来目線で新たな環境に適応

し、チャレンジしていこう。ガバナー方針は会員増強

であることを話されました。

◆米山記 念奨学会士屋雄三

雁”

米山奨学事業とは、日本ロー

タリーが国際ロータリーやロー

タリー財団とは別に独自事業と

して日本で学ぶ外国人留学生を

支援しています。

昨年度は724名、内訳317名（中

国）、158名（韓国）その他ア国）、158名（韓国）その他アジアを中心にインド、

アフリカ249名を支援した。米山奨学生は中国人留学

生が多すぎるのではという意見も多いが、日本に来る

留学生の60％が中国からの学生ということで比較的

に仕方ないと思う。RC2620地区では19名（今年度）

18名（来年度）米山記念奨学生、中国10名、ベトナ

ム4名、モンゴル・インドネシア・タイ各1名。昨年
度訳14億円の寄付金が全国のロータリアンからあり

ました。

14億÷88,000（メンバー数）＝15,909円/一人

2620地区目標2014～15年度

※米山記念奨学事業支援

寄附推進：年間一人当たり16,000円以上（普通、

特別寄附合算）

※米山学友会の活動とホームカミング制度の活用

※米山梅吉記念館支援

寄附推進：年間一人当たり500円

以上米山委員会メンバーは、ご理解頂き、各クラブか

らのご支援とご理解を得られる様にお願いしたい。

◆ 国 際 奉 仕 委 員 会 古 藤 田 博 澄

・ガバナーエレクトの岡本氏の話の中で

2620地区基本概念の中に「委員

会活動の四つのテスト」をあえ

て入れた。委員会活動は

1.会員のためになっているか

2.会員増強になるか

奉仕活動を積極的にするた蔓、

には、知恵がある人は知恵を

出せ、金のある人は金を出せ、

金も知恵もない人は汗水流せ、

そして我がクラブを光り輝か

畷

席＝‐

鷹－－．



そう（ロータリーに輝きを）との指示です。

この「ロータリーに輝きを」は「自らが輝きなさい」

と捉えてください。なお、昨年度各人が寄付したトー

タルの20%UPを目指すとのことです。

・会員増強、退会防止

女性会員や新会員の増強や退会防止に力を入れる。

・地区予算について

2014～15年度地区予算（案）は、分科会で可決さ

れた。

・会員負担金

年会費54ドルと1ドルは変えられないが、地区資金

負担金を1,000円減額し、20,000円とした。1,000

円減額となりましたが、その分、富士山世界遺産、

維持地区活動応援と米山梅吉記念館に一人500円募

金を実施します。地区目標も可決されました。

◆会員増強委員会浜村真由美

会員増強の4つのテーマ

1さきり作戦

遠隔地にいる知人をその地区に紹介する。

2.女性会員増強

世界は17.8%であるが日本は女性会員の割合が5.1%

3.退会防止、会員維持

3，4、5月に退会する傾向がある。人間関係等で退会

する気配が感じられる場合はその会員に3人つけて暖

かい心遣いをする。新入会員（3年以内）は担当3人つ

けて楽しい居場所を作る。

4.クラブ拡大

各地区でクラブ会員増加

RI会長：「ロータリーデー」を開催し、ロータリーを知

ってもらい、家族に入会を検討するよう勧める。

青少年交換の元参加者や財団学友にも声をかける。

ロータリーデーでロータリーの雰囲気を体験してもらう。

ロータリーデーは食事プラス卓話（内容がよいもの）で

プログラム委員会と合同で開催することがよい。7～12

月開催が望ましい。ロータリーデーは男女問わず、JCな

どと合同で開催るすこともよい

増強委員会は年3回ぐらい開催してほしい。

会費について

入会金、年会費が日本は一番高い（世界は日本の1/4）

若い世代（30～40代）や定年後、地元に帰って入会を勧

めたい方には会費の控除も考慮すべきか？

週1回の例会も仕事が重要な世代には負担になることも

あるので、出席義務をゆるめることも考慮すべきか？

メーキャップがなかなかできない人には、e-クラブとい

うものがあり、ネットでもメーキャップできる。

◆地域社会 奉 仕 委 員 会 土 屋 龍太郎

地区委員会事業紅林委員長

グラウンドワーク三島の活動支援として一人500円の

寄付8月23日（予定）贈呈式、基調講演（渡辺氏）

高野孫左ヱ門バストガバナー

『お金を出すだけで良いのか？』と、紅林委員長に問

いかけた答

・ロータリーの活動は、社会が必要とすることに応える

こと

・富士山を取り巻く環境改善は、地域社会の重要課題

・渡辺氏に対する金銭的支援は、活動そのものに対する

会員の理解を深める

・ロータリーが取り組むことで、活動そのものを大きく

推進する

ロータリークラブを解りやすく、伝える（クラブ内と地

域に向けて）

例えば、基本的価値観である「高潔性」を、信頼に応

えること、信頼を裏切らないことと説明する。相手の期

待を少し上回る行動、「ロータリーに、ノーは無い」に

通ずる。

◆青少年奉仕委員会中山博司

P

青少年交換の生徒が少ないと

思いますが、インターアクトの

推奨クラブにインターアクトα

生徒達に青少年交換を勧めてほ

しいとの事でした。

t^t色

'二二

長友範妄◆ロータリー財団部会

委員長に中山正邦PG、副委員

長には曽根員人氏（吉原RC)と

いう体制です。

財団の役員は、事業の継続性、

また3月末までに次の事業を決

めなければならないという理由

廃呈
蝋曇筈

■随
F一‐

L で3年間継続することが原則となっており、これはクラ

ブも基本的には同じです。

ロータリー財団委員会の二つの大きな柱は財団寄付と

補助金プロジェクトです。

補助金プロジェクトに関しましては、今年度から「未

来の夢計画」がスタートし、47クラブ（約60％）から申

請があり約900万円の予算をほぼ使い切りました。次年

度分は56クラブ（約72％）から申請があり、着実に増え

ているということで、今回申請しなかったクラブもぜひ

来年には申請して欲しいということでした。当クラブも

今回申請しなかったということですので、来年はぜひ早

めから準備をして申請していただきたいと思います。

財団寄付金は、今まで「あなたも毎年100ドルを」と

いうことで一人100ドルを寄付していたわけですが、次

年度からは増額して120ドルで財団寄付をお願いしたい

ということです。また例年の様にベネファクター1名以

上と言う目標は変わりません。

‐
‐
‐
Ｔ
ｌ
Ｊ

－
恥

基調講演

渡辺豊博都留文化大学教授

富士山を世界危機遺産にしてはな

らない

登山者の尿尿処理、廃棄物投棄、

自然環境保全等々に多くの課題



Rl第2620地区静岡第2分区

伊豆中央ロータリークラブ
ROTARYCLUBOFIZU－CHUO

週報第2349回例会

2014.4.15(火)19:00於ﾎﾃﾙｻﾝパﾚー 富士見
R本部規定審議会場

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル21

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-1

TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

2013-'14Rl会長ロンD（－トンガバナー志田洪顛

会長竹村淳一郎幹事中山博司

会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一

SAA:(司会)古藤田博澄(SL)福田儀市小島昭男 斉唱「奉仕の理想』

、
４

浜村真由美：5月3日で58才になります。先日の健康診

断のデータをビクビクしていましたが、相変わらず、18

才の少女？のようなデータでした。この体調を保ってい

きたいと思います。

飯田鍵吾：5月8日誕生日にて67才となります。皆様に

祝って頂きありがとうございます。今年度は部落にて副

区長を任命されました。嘩仕の心」で努めるつもりです。

・紀平幸一4月18日結婚記念日

・福田儀市5月6日結婚記念日

・大川公5月8日結婚記念日

・浜村真由美5月10日結婚記念日

会長挨拶 会長竹村淳一郎

今日、この頃、暖かい陽気に誘われ散歩に出かけま

すと、野山に色とりどりの花々が咲き誇っています。

家々の庭先にも白や黄色、ピンクなど春真っ盛り、な

んと、自然は素晴らしいものかと思いながら歩き回っ

ています。山のシーズンにもなります。北アルプスな

んかへ行ってみたいと思いますが、どなたかご一緒し

ませんか。

さて、先日は、土屋龍太郎君、水谷君、古藤田君、梅

原君、伊豆総合高校の新任山田校長、IAC顧問中島教諭

との面談、情報交換に参加して頂き有難うございました。

山田校長のRCに対する理解がまだ不十分とのことで、対

応は白紙状態のようでありますが、IACも3年を経過い

たしました。学校側の御理解を頂き発展的展開がなされ

ることを望みます。皆様にも新しい展開が始まりました

なら御協力お願い致します。

P

【細委嘱状伝達

E慶事霧『

地区米山記念館運営委員委|嘱状がガバナーより2014年7

月～2015年6月委嘱。

1幹事報告 幹事中山博司

《例会場及び例会時間の変更》なし

※今後の例会予定

・次回例会は今週4月19日（土）サンバレー富士見に

て相模原西RCとの合同例会です。

時間は18：30点鐘です。

・4月29日、5月6日は祝日休会となります。

※その他

・岡本ガバナーエレクトより先日の地区研修協議会参

加の礼状が届いています。

・土屋源由4月25日会員誕生日

・浜村真由美5月3日会員誕生日

・飯田鍵吾5月8日会員誕生日

《誕生日の一言》

土屋源由：4月25日で57才になります。昨年は、県議選

が終了してよかったと思っている時でした。また来年も、

そんな時期になってしまいます。今年は、その間の一年

ですので、しっかりと活動していきたいと思います。

F 、
RI会長ﾃー ﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」L 旦



１
Ｊq出席報告委員長玉置敏 委員会報告

◆新世代委員会委員長水谷隆一

4月10日、伊豆総合高校を訪問してIACについて新

任の山田校長と意見交換してきました。設立時の校長、

顧問の転出により取り組み方も見直しが必要と思いま

す。皆様からも広く御意見を頂きたいと思います。今

後ともIACを宜しくお願い致します。

◆親睦友好委員会委員長石井政一

4月19．20日、相模原西RCとの交流会です。当ク

ラブは若干参加者が少ないように思います。御家族も

含めて宜しく御参加下さい。

今回の欠席者：雨宮、木内、鈴木、田島、藤田、水口

山本

前々回のMU者：紀平(4/10三島西）

Ⅱスマイル報告 副委員長土屋雄三

☆福田：所用でお先に失礼します。

（本日のスマイル合計22.000円

、
』

規定審議会．定款細則改定要旨

･4条(綱領今目的):2013改定

･5条(五大奉仕部門)；2013改定、2010改定、2007(四

大奉仕部門)新設

･6条(会合)；1節(例会)2007改定

･7条(会員身分)；4節(移籍ロータリアンまたは元ロー

タリアン(a)(b))2013改定、4節(移籍ロータリア〉

または元ロータリアン)2010改定、4節(移籍ロータ

リアンまたは元ロータリアン)および6節(名誉会員)2007

改定

･8条(職業分類)；1節(一般規定)、2節(制限)2007改定、

2節(制限)2004改定

｡9条(出席)；1節(一般規定、(3))、3節(出席規定の免

除(a)(b))、4節(RI役員の欠席)、5節(出席の記録

2013改定3節(出席規定の免陶、5節(出席の記録)2010

改定、5節(出席の記録)2007改定、1節(一般規定)、

2節(転勤による長期欠席)、5節(出席の記録)2004改

定

･10条(理事および役員)；4節(役員)、5節(役員の選挙

側2013改定4節股員)2010改定5節(役員の選挙)2007

改定、5節(役員の選挙)2004改定

'11条(入会金および会費)；2013改定、2010改定

'12条(会員身分の存続)；4節(終結欠席(a)出席率

(1X2))、5節(他の原因による終結Xa)2013改定、

5節他の原因による終結入9節(資産関与権の喪失)2010

改定、4節(終結一欠席)、5節他の原因による終結)2007

改定、10節(一時保留)2007追加、2節(自動的終結)、

3条(会費不払)、6節(会員身分の終結に提訴、調停ま

たは仲介を求める権利)2004改定

15条(ロータリーの目的の受諾と定款・細則の遵守)2013

改定

16条(仲裁および調停)；1節(意見の相反)、2節(調停

または仲裁の期限)及び3節(調停)2004追加

19条(改正)；2節(第2条と第3条の改正)2010,2007,

2004改定

庁三戸．

定款細則委員長土屋龍太郎

ロータリーの立法機関である規定審議会は、3年毎

に会合を開き、クラブ、地区大会、グレート・ブリテ

ンおよびアイルランド内のRI審議会や大会、ならびに

RI理事会から提出された制定案と決議案を審議し、票

決します。規定審議会自体も法案を提出することがあ

ります。

3年に一度開かれる規定審議会は、ロータリーの管

理運営プロセスの重要な部分です。理事会が国際ロー

タリーの方針を決定する一方、規定審議会ではロータ

リー・クラブが組織の運営に関して発言する機会が与

えられます。審議会には地区からの代表議員が派遣さ

れ、ここで法案の審議が行われます。全クラブと地区

には審議会へ立法案を提出する権利があり、審議会の

決議がロータリーの最も重要な活動に影響を与えるこ

ともあります。1989年規定審議会の決議によってロ

ータリーに初めて女性が入会し、1986年審議会の決

議からは「ポリオ・プラス」が誕生しました。

規定審議会は、世界の各地から集まる500名以上の

代表議員によって構成されます。投票権を有する議員

には、各ロータリー地区のクラブから1名ずつ選出さ

れた代表議員が含まれます。投票権を有しない議員は、

規定審議会の議長および副議長、RI会長、RI理事会の

メンバーと元RI会長です。

r司一

ロータリー理解促進のための資料として、過去の規

定審議会の決議のうち、標準ロータリー・クラブ定款

の改正に関する部分の整理をしました。

尚、国際ロータリー細則は、RIに加盟したロータリ

ー・クラブが所定の標準ロータリー・クラブ定款を採

択することと規定しています。

◎定款の改編状況

・2条(名称）；2004改定・3条(クラブの所在地域)；

2007改定、2004改定

前々匝

今 匝

出席総勢

26／31名

24／31名

出席率

83．872

77．422

メークアップ

27／31名

会員総勢

修正出席率

87．1％

32窄
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週報第巳SSO回相模原西RC合同例会
2014.4.19(土)18:30於ﾎﾃﾙｻﾝバﾚー 富士見

相模原西・伊豆中央RC合同懇親会

2013-'!4Rl会長ロンD・バートンガパナー志田洪願

会長竹村淳一郎幹事中山博司

事務所静岡県三島市中央町4番9号小野住環境中央町ビル2F

TEL<055>976-6351FAX<055>976-6352

例会場ホテルサンバレー富士見静岡県伊豆の国市古奈185-‐
会報委員会鈴木正紀小島昭男古藤田博澄水谷隆一 TEL<055>947-3100FAX<055>947-0564

SAA:(司会)古藤田博澄(SL)福田儀市小島昭男 斉唱「それでこそロータリー；

【幹事報告 幹事中山博司会長挨拶 会長竹村淳一郎

相模原西RCの皆様ようこそいらっしゃいました。ご

家族を含め25人の大勢の皆様有難うございました。

幹事報告としては何もありませんが、内村さんのご好意

で箱根、山の上ホテルの庭園鑑賞券を頂きました。見に

行かれる方は宇都宮さんに預けますので頂いてください。

相模原西ロータリークラブの皆様、遠路ようこそお

いで下さいました。

駿河湾環状道路が出来、車での所要時間が若干短くなっ

たと思いますが、今日の道路事情はどうでしたでしょうか。

さて、両クラブの交流は、2002年2月20日友好クラブ

締結から12年が経ちます。

この間、私は，交流訪問でJAXAの見学にお連れ戴いた

ことが一番印象に残っております。

秋森さんとゴルフをご一緒して、秋森さんのパワーに

圧倒されたこともありました。今でも、秋森さんのパワ

ーには脱帽致します。

昨年は隅田川屋形船での合同例会で、とても楽しい一

時を過ごさせて戴き誠にありがとうございました。往路

の東名高速道路では事故の為大渋滞で船の出航時間に間

に合わず、進まぬバスの中で、私どもはとてもやきもき

しましたが、ご迷惑を掛けたこと、お詫びいたします。

そんなことも思い出の1ページになるのかなと思います。

私はもう一度屋形船に乗ってみたいなと思っていますが。

また、先日は、石井委員長を始め友好委員メンバーで

打ち合わせに伺わせていただきありがとうございました。

さて、今宵の懇親会は、宴会を楽しみ、将来のことな

ども語り合っていただきたいと思います。そして、明日は、

伊豆の名所旧跡巡りを楽しんで頂き、両クラブの友好を

更に深めて戴きますよう、どうぞよろしくお願い致します。

一Ｆ
‐
Ｌ

一

■ｹｽﾄ･ビジﾀｰ‐
･相模原西RCの会員．ご家族の皆様

【出席報告 委員長玉置敏

今回欠席者：田島、梅原､土屋(雄)、土屋(龍)、中係

浜村、侭田、水口、山口

前々回のMU者：土屋(雄)(4/6地区協）

浜村（4／6地区協）

山本（4／6地区協）

今
L

【スマイル報告 委員長員長石井政一

☆全員：相模原西ロータリークラブの皆様ようこそ！

（本日のスマイル合計22,000円

【相模原西RC合同懇親会 司会小島昭男】

ご挨拶
相模原西RC栄枝会長

歓迎挨拶
伊豆中央RC竹村会長
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LRI会長ﾃー ﾏ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

前々恒

今匝

出席総湧

25／31名

22／31名

出席率

80．65％

70．97％

ﾒークアップ

25／31名

会員総数

修正出席謙

80．65％

32冬
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乾杯木内会員相模原西RC内村友好クラブ長 宴会挨拶石井親睦友好委員長
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賑やかに･･･ 次年度ご紹介 なごり惜しいが…手に手つないで
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願成就院の国宝見挙 江川邸で 世界遺産に…反射炉

●

長浜釣堀センター釣果？楽しい食事蔵屋鳴沢 終始気遣いの中山幹事
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