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戸張ソングリーダー

５５周年長寿祝い道岸 PP 会員お誕生祝い伊藤君

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

３月１２日（日）

３月２１日（火）

３月２８日（火）

４月　４日（火）

４月１１日（火）

４月１６日（日）

４月１８日（火）

卓話「イニシエーションスピーチ」

第６回クラブフォーラム「手続き要覧発刊にあたり」

地区研修協議会

卓話：クラブ協議会「地区研修協議会を終えて」

籾山、赤澤、石高、田辺
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宮東　悠　会長

本日 ￥３１,０００  累計 ￥７３５,６２３

◆宮東悠会員／大和ロータリークラブ創立５５周年記念式

典に全会員のご参加を頂き、ありがとうございました。

◆伊藤健司会員／５５周年式典、歓迎会はたくさんの皆さん

にご参加いただき、ありがとうございました。また誕生日祝い

をいただきありがとうございました。

◆道岸唯一会員／急用の為５５周年の記念行事に出席で

きず、残念でした。

◆花岡正会員／５５周年記念例会どうにか無事終りました。

会員の皆様どうもありがとうございました。佐々木会員制作の

ＤＶＤがとてもすばらしいです。ぜひ買い求めて下さい。

◆松川清会員／大和ロータリークラブ創立５５周年記念式

典が盛大に開催されました。又近隣の友好ロータリークラブ

の会員、先輩の方々の励ましの激励の言葉に感動しました。

会長、幹事、実行委員長、皆さん有難うご苦労さまでした。

◆長谷川衛会員／５５周年記念例会、皆様大変ご苦労様

でした。無事盛大にて終えることが出来ました。感謝申し上

げます。

◆佐々木和夫会員／５５周年式典及び例会では皆様お疲

れ様でした。ひさしぶりの大仕事で、クラブの団結ができたと

思いました。

◆古木通夫会員／大和中学校創立７０周年に当たり、寄付

金集めに専念しています。

◆本田誠一会員／創立５５周年記念式典及び懇親会、皆

様の一番となった実行力で大成功をおさめ、友好クラブも喜

んでお帰りになったと思います。私事ですが１４日は結婚４５

周年、２０日は６７才の誕生日を迎えました。皆様に感謝で

す。

　　国際ロータリー 2016 年規定審議会の決定による 2016 年

手続要覧刊行とそれに伴う「大和ロータリークラブ定款」改正

のポイント　　

　　初めに、規定審議会とは国際ロータリーの立法機関で、その

組織規定を改正できる会議である。

　　３年に一度開催され、地区内クラブから選出された一名の代

表議員により構成される。　

　　２０１６年は第２７８０地区より大和中ロータリークラブの後藤定

毅パストガバナーが選出された。

地区からの伝達

1.　２０１６年６月１５日　「２０１６年規定審議会報告会」４月１０～１５

日

2.　２０１６年７月１日より規定審議会で決定された新定款により

クラブ運営するようにとの連絡あり

3.　２０１６年８月５日までに審議会決定に対する反対表明が可

能であった。

　　反対表明が可決されれば既に報告された新定款が再度変

更される可能性があるにもかかわらず、暫定的に新定款でス

タートするという矛盾があった。

4.　２０１６年９月２９日にほぼ決定のクラブ定款草案が日本語訳

され、RIウエブ上に掲載される

5.　２０１６年１１月１６日　クラブ研修リーダー会議にて解説された

6.２０１７年２月には早くも次回「２０１９年規定審議会」のための立

法案をクラブより提案できる旨連絡があった

　　２０１６年規定審議会の最大トピックスは「柔軟性」という「例

外規定」の導入である。

　　その概要は上部がブルーの帯の用紙「規定審議会最新情

報」に記されている。

　　更に本日は別紙新旧比較表で解説する。

　( 変更点について説明 )

　　地区の説明による大きな変更点は２０１６年７月１日より「入会

金」を廃止とする説明であった。

　　規定審議会では国際ロータリーの定款・細則及びロータ

リークラブ定款・細則も変更された。

　　国際ロータリーでの新クラブ加盟金は、クラブにとっては新

会員入会金に相当すると考えるが、国際ロータリーでは従来

◆小金澤和夫会員／大和Ｒ.Ｃ５５周年

大変お疲れ様でした。

◆増正之会員／引地川沿いの千本桜

の桜情報 H２９年３月２１日 AM１０：００　

現在つぼみが多少大きくなった程度で

す。開花は来週かも。

◆岡田安二会員／５５周年、お疲れ様

でした。楽しい時間を過ごすことができました。

◆松川健治会員／創立５５周年記念式典会員の皆様お疲

れ様でした。６０周年に向けて本日から一歩ずつ。長男が無

事卒園致しました。

第2582回　2017年3月21日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「４つのテスト」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間
幹事報告

・3月28日例会/三浦会員、4月4

日例会/片山会員のイニシエー

ションスピーチとなります。

・4月16日は地区研修協議会が

開催されます。（於：立花学園

・クラブロータリー旗が新しくなりま

した。

・台北七星RCへ訪問される方は、月末を目途にお支払いを

お願いします。

（2名１部屋利用＠１００，０００－、1名１部屋利用＠１４５，０００－）

・3月17日（金）総勢38名にて新会員セミナーが開催されま

した。（大和RCは5名参加）

【ポスティング】

◆次第◆週報◆4月プログラム◆手続き要覧の資料

【回覧】

◆タウンニュース（55周年記念式典記事掲載）◆台北七星

ＲＣ・相模原南ＲＣ週報◆第2780地区米山学友会交流　

冊子◆かながわ難民定住援助協会様より広報誌ゆうあい

こんにちは。３月１２日大和

ロータリークラブ創立５５周年

記念式典と前日のウエルカ

ムパーティーに全会員のご参

加をいただき誠にありがとう

ございました。

台北七星ロータリークラ

ブ、花巻南ロータリークラブの

皆様方も大変に喜んでお帰りになりました。

会員の皆様方の友情と奉仕に対しまして改めまして感

謝を申し上げます。

１４０名以上の参加者と国際ロータリー第２７８０地区佐

野英之ガバナー、パストガバナー、第６グループガバナー

補佐石井卓のお言葉を頂き、ありがとうございました。

５５周年記念事業、財団への寄付金贈呈、米山記念奨

学会へ寄付金贈呈、大和市内全小学校図書寄贈、大和

南高等学校ダンス部国際大会支援金贈呈、などなど盛

伊藤　健司　幹事

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／花岡正委員長

55周年記念例会、3月11日

の歓迎会、3月12日の記念

例会、3月13日の見送りの件

手続要覧発刊にあたり
クラブ研修委員会　　佐々木　和夫　委員長

りだくさんでした。

ＳＳＡ、長谷川会員、花岡実行委員長、吉岡社会奉仕委

員長、古川青少年奉仕委員長、伊藤幹事、全会員の皆様

にあらためて感謝申し上げます。また、１３日早朝には、台北

七星ロータリークラブの帰国の皆様のお見送りをしていただ

きました会員、奥様にも感謝申し上げます。林会長様から

大和ロータリーの皆様にはくれぐれもよろしくと申されて、４

月２２日には、また台北でお会いしましょうとおっしゃられまし

た。台北七星ロータリークラブの３０周年式典には２０名は参

加をしようではありませんか。私からお願いいたします。

スマイルボックス報告
松川委員長

台北七星 RCからのお土産

◆幹事エレクト

／森川良三会員

地区研修協議会のお知らせ

通り加盟金を徴収する。

　　一方、定款上クラブに

対しては入会金を廃止

するというアナウンスで

あった。　

　　国際ロータリーの資金

は確保したいがクラブの

資金については配慮無

しと、冷やかに見える対

応である。

結局、国際ロータリーの伝達で新定款を２０１６年７月１日から運

用せねばならず、７月より入会した新会員の｢入会金無し｣とい

う理事会決定に至った。

質問　伊藤彦二君

1.　入会金を頂かなくなったとの事だが、入会時のバッジその

他の文献等の費用はどうしているのか？

回答　現実として新会員入会に当たっては、クラブバッジ・四

つのテスト額縁・手続要覧・クラブ計画書等提供物の費用

はクラブ負担としている。クラブは営利団体では無いので、これ

らの贈答品によって利益を得ようとは考えていないが、多少の

負担を新会員にお願いするのがクラブへの初期費用と考え、

入会金という文言が相応しくないならば加盟金・もしくは登録

料として頂くのが良いと思う。

2.　ローターアクトがロータリーに入れるとの事だが、ローター

アクターは１８才から３０才までのはず、定款には「意欲ある成

人」となっている。１８才は成人なのか？

回答　世界の成人の定義は知らないが日本では２０才からなの

で日本の定義に従う、現実としてローターアクターが人頭分担

金を支払えるか疑問である。

3.　会員の種類は正会員と名誉会員の２種類だが名誉会員の

定義がはっきりしていないようだが？

回答　クラブ定款が変わったので当然クラブ細則も見直す事に

なる、その時に充分検討する。

卓話



.1.24.17.10.3.27

２０１７年　３月２８日発行

.13.22.8.1.18.11.4.25.18２０１4.1.28 ２０１4.1.14

【大和ロータリークラブ活動方針　： 楽しい奉仕活動を】
宮東　　悠

武田　　茂

jimukyoku@yamato-rc.org

伊藤　　健司

森川　　良三

国際ロータリーテーマ

http://www.yamato-rc.org

http://www.yamato-rc.org

出席報告
鈴木出席委員

お祝の報告
三浦親睦委員

戸張ソングリーダー

５５周年長寿祝い道岸 PP 会員お誕生祝い伊藤君

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

３月１２日（日）

３月２１日（火）

３月２８日（火）

４月　４日（火）

４月１１日（火）

４月１６日（日）

４月１８日（火）

卓話「イニシエーションスピーチ」

第６回クラブフォーラム「手続き要覧発刊にあたり」

地区研修協議会
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宮東　悠　会長

本日 ￥３１,０００  累計 ￥７３５,６２３

◆宮東悠会員／大和ロータリークラブ創立５５周年記念式

典に全会員のご参加を頂き、ありがとうございました。

◆伊藤健司会員／５５周年式典、歓迎会はたくさんの皆さん

にご参加いただき、ありがとうございました。また誕生日祝い

をいただきありがとうございました。

◆道岸唯一会員／急用の為５５周年の記念行事に出席で

きず、残念でした。

◆花岡正会員／５５周年記念例会どうにか無事終りました。

会員の皆様どうもありがとうございました。佐々木会員制作の

ＤＶＤがとてもすばらしいです。ぜひ買い求めて下さい。

◆松川清会員／大和ロータリークラブ創立５５周年記念式

典が盛大に開催されました。又近隣の友好ロータリークラブ

の会員、先輩の方々の励ましの激励の言葉に感動しました。

会長、幹事、実行委員長、皆さん有難うご苦労さまでした。

◆長谷川衛会員／５５周年記念例会、皆様大変ご苦労様

でした。無事盛大にて終えることが出来ました。感謝申し上

げます。

◆佐々木和夫会員／５５周年式典及び例会では皆様お疲

れ様でした。ひさしぶりの大仕事で、クラブの団結ができたと

思いました。

◆古木通夫会員／大和中学校創立７０周年に当たり、寄付

金集めに専念しています。

◆本田誠一会員／創立５５周年記念式典及び懇親会、皆

様の一番となった実行力で大成功をおさめ、友好クラブも喜

んでお帰りになったと思います。私事ですが１４日は結婚４５

周年、２０日は６７才の誕生日を迎えました。皆様に感謝で

す。

　　国際ロータリー 2016 年規定審議会の決定による 2016 年

手続要覧刊行とそれに伴う「大和ロータリークラブ定款」改正

のポイント　　

　　初めに、規定審議会とは国際ロータリーの立法機関で、その

組織規定を改正できる会議である。

　　３年に一度開催され、地区内クラブから選出された一名の代

表議員により構成される。　

　　２０１６年は第２７８０地区より大和中ロータリークラブの後藤定

毅パストガバナーが選出された。

地区からの伝達

1.　２０１６年６月１５日　「２０１６年規定審議会報告会」４月１０～１５

日

2.　２０１６年７月１日より規定審議会で決定された新定款により

クラブ運営するようにとの連絡あり

3.　２０１６年８月５日までに審議会決定に対する反対表明が可

能であった。

　　反対表明が可決されれば既に報告された新定款が再度変

更される可能性があるにもかかわらず、暫定的に新定款でス

タートするという矛盾があった。

4.　２０１６年９月２９日にほぼ決定のクラブ定款草案が日本語訳

され、RIウエブ上に掲載される

5.　２０１６年１１月１６日　クラブ研修リーダー会議にて解説された

6.２０１７年２月には早くも次回「２０１９年規定審議会」のための立

法案をクラブより提案できる旨連絡があった

　　２０１６年規定審議会の最大トピックスは「柔軟性」という「例

外規定」の導入である。

　　その概要は上部がブルーの帯の用紙「規定審議会最新情

報」に記されている。

　　更に本日は別紙新旧比較表で解説する。

　( 変更点について説明 )

　　地区の説明による大きな変更点は２０１６年７月１日より「入会

金」を廃止とする説明であった。

　　規定審議会では国際ロータリーの定款・細則及びロータ

リークラブ定款・細則も変更された。

　　国際ロータリーでの新クラブ加盟金は、クラブにとっては新

会員入会金に相当すると考えるが、国際ロータリーでは従来

◆小金澤和夫会員／大和Ｒ.Ｃ５５周年

大変お疲れ様でした。

◆増正之会員／引地川沿いの千本桜

の桜情報 H２９年３月２１日 AM１０：００　

現在つぼみが多少大きくなった程度で

す。開花は来週かも。

◆岡田安二会員／５５周年、お疲れ様

でした。楽しい時間を過ごすことができました。

◆松川健治会員／創立５５周年記念式典会員の皆様お疲

れ様でした。６０周年に向けて本日から一歩ずつ。長男が無

事卒園致しました。

第2582回　2017年3月21日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「４つのテスト」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間
幹事報告

・3月28日例会/三浦会員、4月4

日例会/片山会員のイニシエー

ションスピーチとなります。

・4月16日は地区研修協議会が

開催されます。（於：立花学園

・クラブロータリー旗が新しくなりま

した。

・台北七星RCへ訪問される方は、月末を目途にお支払いを

お願いします。

（2名１部屋利用＠１００，０００－、1名１部屋利用＠１４５，０００－）

・3月17日（金）総勢38名にて新会員セミナーが開催されま

した。（大和RCは5名参加）

【ポスティング】

◆次第◆週報◆4月プログラム◆手続き要覧の資料

【回覧】

◆タウンニュース（55周年記念式典記事掲載）◆台北七星

ＲＣ・相模原南ＲＣ週報◆第2780地区米山学友会交流　

冊子◆かながわ難民定住援助協会様より広報誌ゆうあい

こんにちは。３月１２日大和

ロータリークラブ創立５５周年

記念式典と前日のウエルカ

ムパーティーに全会員のご参

加をいただき誠にありがとう

ございました。

台北七星ロータリークラ

ブ、花巻南ロータリークラブの

皆様方も大変に喜んでお帰りになりました。

会員の皆様方の友情と奉仕に対しまして改めまして感

謝を申し上げます。

１４０名以上の参加者と国際ロータリー第２７８０地区佐

野英之ガバナー、パストガバナー、第６グループガバナー

補佐石井卓のお言葉を頂き、ありがとうございました。

５５周年記念事業、財団への寄付金贈呈、米山記念奨

学会へ寄付金贈呈、大和市内全小学校図書寄贈、大和

南高等学校ダンス部国際大会支援金贈呈、などなど盛

伊藤　健司　幹事

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／花岡正委員長

55周年記念例会、3月11日

の歓迎会、3月12日の記念

例会、3月13日の見送りの件

手続要覧発刊にあたり
クラブ研修委員会　　佐々木　和夫　委員長

りだくさんでした。

ＳＳＡ、長谷川会員、花岡実行委員長、吉岡社会奉仕委

員長、古川青少年奉仕委員長、伊藤幹事、全会員の皆様

にあらためて感謝申し上げます。また、１３日早朝には、台北

七星ロータリークラブの帰国の皆様のお見送りをしていただ

きました会員、奥様にも感謝申し上げます。林会長様から

大和ロータリーの皆様にはくれぐれもよろしくと申されて、４

月２２日には、また台北でお会いしましょうとおっしゃられまし

た。台北七星ロータリークラブの３０周年式典には２０名は参

加をしようではありませんか。私からお願いいたします。

スマイルボックス報告
松川委員長

台北七星 RCからのお土産

◆幹事エレクト

／森川良三会員

地区研修協議会のお知らせ

通り加盟金を徴収する。

　　一方、定款上クラブに

対しては入会金を廃止

するというアナウンスで

あった。　

　　国際ロータリーの資金

は確保したいがクラブの

資金については配慮無

しと、冷やかに見える対

応である。

結局、国際ロータリーの伝達で新定款を２０１６年７月１日から運

用せねばならず、７月より入会した新会員の｢入会金無し｣とい

う理事会決定に至った。

質問　伊藤彦二君

1.　入会金を頂かなくなったとの事だが、入会時のバッジその

他の文献等の費用はどうしているのか？

回答　現実として新会員入会に当たっては、クラブバッジ・四

つのテスト額縁・手続要覧・クラブ計画書等提供物の費用

はクラブ負担としている。クラブは営利団体では無いので、これ

らの贈答品によって利益を得ようとは考えていないが、多少の

負担を新会員にお願いするのがクラブへの初期費用と考え、

入会金という文言が相応しくないならば加盟金・もしくは登録

料として頂くのが良いと思う。

2.　ローターアクトがロータリーに入れるとの事だが、ローター

アクターは１８才から３０才までのはず、定款には「意欲ある成

人」となっている。１８才は成人なのか？

回答　世界の成人の定義は知らないが日本では２０才からなの

で日本の定義に従う、現実としてローターアクターが人頭分担

金を支払えるか疑問である。

3.　会員の種類は正会員と名誉会員の２種類だが名誉会員の

定義がはっきりしていないようだが？

回答　クラブ定款が変わったので当然クラブ細則も見直す事に

なる、その時に充分検討する。

卓話


