
 

 

前 回 の 報 告 （ 第 ８ ５ ８ 例 会 ）  

開 催 日 平成３０年６月１３日（水） 

点鐘 大 浦 会 長 

ソング「手に手つないで」 

 

●会長の時間 

 

皆 さんこんばん

は、本日もご

出席ありがとうござ

います。 

 本日の卓話は、会

員卓話 前 任会員

です。前 様、後ほ

どの卓話よろしくお

願いいたします。 

  今年度も6月、最終月に入りました。最終月に

入って例会が多く感じましたが6月は唯一祝日が存

在しない月であります。昔から「水無月」と言い

まして雨がたくさん降る時季なのに”水の無い

月”って書くので変と思われますが、 「水無月」

の”無”は”の”にあたる連体助詞だそうで、

「水無月」は”水の月”ということになるそうで

す。 田植えが済み、田に水を張る必要があること

から”水の月”→「水無月」と呼ばれるように

なったようです。 

 

 ガバナー月信を紹介させて頂きます。一年間、
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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか      
２．みんなに公平か 
３．好意と友情を深めるか 
４．みんなのためになるかどうか 

皆さんに御紹介させて頂きました月信も最終と

なります。 

 １ページ目に岡本ガバナーの｢ガバナー任期を

終えるに際しての御挨拶｣として地区指針｢ロー

タリーの原点を再確認し、２６４０地区の新た

な飛躍を｣を掲げてスタートし地区大会までをそ

の意義と訴えの浸透時期、地区大会より年度末

までを具体的実践の時期と想定し地区運営を

行ってきました。 

前半は地区内６９クラブを個別に公式訪問し岡

本ガバナーの理解するロータリーの原点と地区

内組織のあり方について訴えられて、後半は地

区組織のあり方とクラブ強化を目指して分区活

動の充実、新会員研修、ＲＬＩの再開、青少年

奉仕関係･米山委員会等を通じた活動推進を行い

ました。又、地区正常化達成については再び混

乱を招く事のないように基盤固めに全力を尽く

されました。 

 ２ページ目からはガバナー報告として、｢地区

立法案検討会及び第３回会長会議開催のご報告｣

として５月最後の例会で報告させて頂いた事柄

について記事として記載されています。 

 ５ページからはクラブ活動報告（1）として海

南東ロータリークラブの｢フィリピンセブ島での

水、マングローブ植樹等支援３クラブ（フィリ

ピン、日本、台湾）の共同プロジェクト｣として

の記事が出ています。２００３年から１５年間

続いているそうで、着実に地域に貢献して根付

いている為、今後も奉仕活動を続けて行きたい
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との事でした。 

 6ページからはクラブ活動報告（2）として和

歌山城南ロータリークラブの｢和歌山市子ども暗

唱大会｣の記事が出ています。和歌山市内の小学

校・中学校を対象に今回で１２回目の開催とな

るそうです。また、今年は和歌山城南ロータ

リークラブ３０周年例会が開催され、暗唱大会

で最優秀賞を受賞された貴志中学の群読｢パヤタ

スに降る星～ゴミの山の子供たちから届いたい

のちの贈り物｣～｣が大会後もさらに練習を重ね

られて発表されたそうです。 

 7ページからはクラブ活動報告（3）として和

泉ロータリークラブの｢姉妹クラブ訪問・ＲＩ

3481地区大会参加｣の記事が出ています。 

 ８ページからはクラブ活動報告（4）として、

和歌山中ロータリークラブの記事として和歌山

市内９クラブの合同奉仕プロジェクト｢ランガム

ＰＥＡ－２Ａデイケアセンター保育園建設｣とし

てフィリピンに建設された施設の概要が掲載さ

れています。 

 今月号まで各クラブの活動報告が記事として

出ていますが、色んなクラブが多様な事柄につ

いて取り組まれているのがよく解った様に思い

ます。 

 9ページからはＲＹＬＡ研修セミナー開催報告

と11ページからはＲＬＩ、2640地区今年度開催

の経緯が記事として出ていますのでご一読下さ

い。 

 12ページ日はガバナー補佐8名の方のこの一年

を振り返ってと言うことで記事が出ています。

当2分区の大原裕様も各クラブ及び岡本ガバ

ナー、同期のガバナー補佐への感謝の気持ち

と、地区記録誌のガバナー月信は生きた証とし

て大切にすると振り返られています。 

 13ページには6月の行事と5月のガバナー行動

日誌、ガバナー参加以外の５月地区行事、新入

会員紹介が記載されています。 

 

 そして、裏表紙に植樹活動報告（追加分）と

して有田2000ロータリークラブで行いました植

樹の記事が出ていますのでご一読下さい。 

以上で会長の時間を終わります。ありがとうご

ざいました。 

 

 

●幹事報告● 

辻本正成君 

○報告事項 

1.例 会 変 更（掲

示） 

2.ハイライトよ

ねやま回覧 

3.理事会報告 

 

 

２ 

●出席報告● 

 

 

川島 信治君 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

●ニコニコ箱報告● 

大浦輝彦君：みなさんこんばんは、前さん本日の

卓話よろしくお願い致します。 

辻本正成君：本日は前さんよろしくお願いしま

す。 

前任君：本日卓話させて頂きます。眠たい話にな

りますが、お許しください。 

川島信治君：前さん、本日の卓話宜しくお願いし

ます。 

上田益稔君：前さん、卓話楽しみにしています。 

永石睦巳君：前さん、本日はよろしくおねがいし

ます。 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会長より 

 第１７回わんぱく相

撲有田場所の協賛金贈

呈されました。 

 ６月２３日（土）に

広川町民体育館にて開

催されます。 

 

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １６名 １１名 ６８.７５％ 

５／２３ １７名 １４名 ８８.３５％ 
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●卓話● 

「次年度に向けて」 

                 前 任君 

先週の芝さんの卓話は「２０周年事業に開催

に当たって、創立時の様子を振り返る」と言う

内容でした。私は途中入会ですので興味深く聞

かせていただきました。初めてロータリークラ

ブに入会して、その上クラブを立ち上げること

は、スポンサークラブや地区からの協力や支援

があるとはいえ桁違いなエネルギーを費やした

と思います。チャーターメンバーの方々は、面

識のある方や気心の知れた方ばかりではなく、

初対面の方もいらっしゃったと思います。そん

な中でクラブを発足し、運営された皆さんに改

めて敬意を表します。 

今回、この卓話の資料を整理しながらあるこ

とを思い出しました。創立２０周年事業は来年

の４月か５月頃に開催予定と聞いたのですが、

私事、以前に所属していた有田青年会議所の創

立３５周年事業を担当しました。当時も事業開

催日を４月実施と計画しました。しかし、ロー

タリーと違い、青年会議所の事業年度は１月よ

り１２月まででしたので、前年度の夏頃より本

格的に委員会を立ち上げる必要があると考え、

当時の理事長であった上野さんに無理を言って

特別に理事会で承認してもらい、活動を始めま

した。年末までに事業内容の大半を煮詰め、年

明けの１月の事業年度が替わった初めての理事

会に企画書を上程しました。このペースにしな

いと招待状の発送やその締め切り、締め切り後

の準備等でギリギリのスケジュールでしたし、

実際に非常に余裕のない状態でした。ですか

ら、次年度の会長はじめ実行委員長には早急に

事業の内容の基礎を決めて頂きたいと思いま

す。そうしないと、来年春の開催は難しいと個

人的に思った次第です。 

また、先日の大浦会長の報告に地区立法案検

討会とありました。これは来る2019年の春に開

催される規定審議会に上程する立法案について

の検討会です。 

地区立法案検討会に関連しては、３年に１

度、国際ロータリー本部の近くで開催される開

催される規定審議会に提出する議案を検討する

ものであります。規定審議会はＲＩで定める立

法機関です。 

この規定審議会はＲＩの組織・規定を改正す

る権限を有し、いわば「国会」のような役目で

各クラブ、地区大会、ＲＩ理事会等の組織内か

ら提出された、ＲＩの定款や細則、また標準

ロータリークラブ定款への改正案である「制定

案」と、方針やプログラム、手続の変更をＲＩ

理事会に推奨する「決議案」について審議、決

定します。審議会での決定された案件は、一

旦、世界中の各ロータリークラブに送られ、そ

れぞれのクラブにおいて検討されます。  
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その後、クラブの一定以上の票数が審議会の決

定に反対した場合、その立法案は保留とされ、最

終決議のため全クラブへ差し戻され再度投票にか

けられます。指定された期限までに反対意見がな

かった場合は、そのまま案件は決定となります。

規定審議会はロータリーの会員に対し、国際ロー

タリーの運営に関する規定変更のための民主的な

手続を提供しています。 

規定審議会には各地区から議決権を持った代表

議員が派遣されます。ＲＩ会長、会長エレクト、

ＲＩ理事会のメンバー、事務総長、元ＲＩ会長等

は審議会に出席しますが、議決権はありません。

今回の規定審議会への代表議員選定は成川パスト

ガバナーに決定済みです。実は前回2016年の時

（私が会長の時）は、時のガバナーが規定を理解

していなく、本来パストガバナーでなければ資格

がないのにガバナー自身の名前を申請書に書いて

提出をしていました。その後、地区のゴタゴタで

ガバナーを解任（パストガバナーの資格も剥奪）

されたので、急遽、後任のガバナーにより勝野パ

ストガバナーが代表議員に推挙され事なきを得ま

した。 

このように、ガバナーでさえ規則を理解してい

ない事もあります。ですから、ＲＩの定款・細則

やロータリー章典の細部まで熟知すべきとは思い

ませんが、せめてクラブの定款・細則ぐらいは

知って頂きたいと思います。特に次年度は周年事

業開催であり、今後は様々な行事が予定され、そ

の行事をクラブで決めて行く必要があます。今日

は定款・細則等の側面からクラブ運営について

「おさらい」してみようと思います。時間的な制

約もあるので、ポイント的に説明します。 

 

クラブ定款 について 

 クラブ定款については、標準ロータリークラブ

定款を使用すると定められており、クラブで決め

られるのは、第2条の「名称」と第4条「クラブの

所在地域」だけで、それぞれのクラブでこれを決

めます。これ以外にクラブ定款を変更する事は出

来ません。 

 

有田２０００ロータリークラブ  会報 



 

 

第7条 例会と出席に関する規定の例外  

これは新たに追加されました。従来は毎週例会

を開催する例会が最小２回で済みます。 

 

第8条 会合  

第1節 ― 例会。 

（ｂ）会合の変更。理事会承認が必要だが、例                        

会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日ま

での間のいずれかの日または定例日の他の時間

または他の場所に変更することができる。

（ｃ）取消。例会日が国民の祝日に当たる場

合、例会日がある週に国民の祝日が含まれる場

合、クラブ会員が死亡した場合、全地域社会に

流行病もしくは災害が発生した場合、地域社会

での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場

合、理事会は例会を取りやめることができる。

また、理事会は、本項に明記されていない理由

でも、1年に4回まで例会を取消しすることがで

きる。ただし、３回を超えて続けて例会を開か

ないようなことがあってはならない。 

 

第11条 職業分類 

第2節 ― 制限。職業分類は、5名まで正会員を

選出できる。ただし、会員数が51名以上のクラ

ブの場合は、クラブ正会員の10パーセント以内

で同じ職業分類の下に正会員を選出できる。  

 

第12条 出席  

第1節 ― 一般規定。各会員は本クラブの例

会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、出席

したものとみなされるには、その例会時間の少

なくとも60パーセントに出席しなければならな

い。  

メークアップの方法は 

（ａ）例会の前後14日間。例会の定例の時の前

14日または後14日以内に、  

(1)他のロータリークラブ、他のロータリーク

ラブの衛星クラブ、または仮クラブのいずれか

の例会の少なくとも60パーセントに出席する。

(2)ローターアクトクラブ、インターアクトク

ラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー

親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、

仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社

会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席

する。 

(3)RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI

元ならびに現役員のためのロータリー研究会、

RI元、現ならびに次期役員のためのロータリー

研究会または、RI理事会またはRI理事会を代行

するRI会長の承認を得て招集された他の会合、

ロータリー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、

ロータリー地区大会、ロータリー地区研修・協

議会、RI理事会の指示の下に開催された地区

会、地区ガバナーの指示の下に開催された地区

委員会、または正式に公表されたロータリーク
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ラブの都市連合会に出席する。     

(4)他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に

出席の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会

場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または

場所において例会を開いていなかった場合。（サイ

ンの受付がある場合） 

(5)理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたは

クラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席す

る。 

(6)理事会の会合、または理事会が承認した場合、

選任された奉仕委員会の会合に出席する。                    

(7)クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参

加が義務づけられた相互参加型の活動に参加する。 

 

第13条 理事および役員および委員会  

第1節 ― 管理主体。本クラブの管理主体は、細則

の定めるところによって構成される理事会とする。 

第2節 ― 権限。理事会は全役員および全委員会に

対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由が

ある場合は、そのいずれをも罷免することができ

る。 

第3節 ― 理事会による最終決定。クラブのあらゆ

る事項に関する理事会の決定は最終的なものであっ

て、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余

地はない。 

第4節 ― 役員。クラブの役員は、会長、直前会

長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数

名の副会長を役員に含めることができ、これら全員

を理事会メンバーとする。また、会場監督も役員で

あるが、細則の定めるところに従って、理事会のメ

ンバーとすることができる。 

 

第15条 会員身分の存続  

第3節 ― 終結 ― 会費不払。 

（ａ）手続。所定の期限後30日以内に会費を納入し

ない会員に対して、最新の宛先に、幹事が、書面を

もって催告しなければならない。催告の日付後10日

以内に会費が納入されなければ、理事会の裁量に

従って当該会員の会員身分を終結できる。  

第4節 ― 終結 ― 欠席。 

（ａ） 出席率。 

（１）年度の各半期間において、メークアップを含

むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が50

パーセント以上か、クラブのプロジェクトおよびそ

の他の行事や活動に少なくとも12時間参加。 

（２）年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラ

ブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出

席、またはクラブのプロジェクトおよびその他の行

事や活動に参加。 

（ｂ）連続欠席。連続4回例会に出席せず、また

メークアップもしていない場合、クラブ理事会は、

その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると

考えられる旨通知する。 

 

●閉会点鐘● 大浦会長 
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