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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）

４月　４日（火）

４月１１日（火）

４月１８日（火）

４月２５日（火）

５月　２日（火）

５月　９日（火）

５月 １６日（火）

台北七星ＲＣ訪問報告

取り止め例会

振替休会（家族会）

卓話

赤澤、本田、戸張、田辺

松川（健）、赤澤、吉岡、本田、石高、片山

4

６

87.1

80.65

27

25

２５８６

２５８７

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

２０１６年手続要覧「標準クラブ定款」によるクラブ細則変更点討議

３月２１日「クラブ研修委員会報告」で配布した新旧定款比較表で話を

進める。

　

３ページ　定款　第８条「会合」について　(２０１６年手続要覧ではP.88)

１.　昨年度まで毎週火曜日の例会であった。　本年度より定款に於いて

規定の例外として月２回以上の例会でもかまわない、これは細則で決

定可能となった。

２.例会の週に国民の祝日が入る場合はその週の例会は休会にできる

事になった。　これは本年度既に実行している。今までと同様に例会を

開催すると次年度は前期１８回、後期２１回、計３９回の例会となる。

武田エレクトの意見は？

武田エレクト：これまで通りと思ってます。

伊藤幹事：本年度はカレンダー通りだと非常に多くなりました。祝

日との兼ね合いを検討したいです。

３.　第８条第３節の理事会議事録を６０日以内に全会員に開示する件。

クラブ運営・奉仕活動内容の決定事項に関する開示は問題無いが、

個人の名誉に関わる場合の議案については審議継続中の事案は開

示を控えるべきと思う。　

眞鍋会員：任せる部分も必要かと。自由になるのも問題だが。

田辺会員：柔軟性を持たせるということは重要かと。理事会決議でさ

し控えるということなら良いのでは。

４ページ　定款第９条「会員身分に関する規定の例外」について ( 手

続要覧P.８９)

４. 本条文は後に出てくる条項に対する注意を予告している条文

なので、非常に読みにくく２０１９年規定審議会の立法案として修正

案を提出した。

４ページ　第１０条「会員身分」について ( 手続要覧P.８９)

５.第２節　会員種類は以前と同様、「会員は正会員と名誉会員」

である。　この件で、３月２１日に「名誉会員の定義」について伊藤彦二

君より質問があった。

　　「細則検討委員会」又は本年度・次年度理事会で充分検討した

い。過去の名誉会員の例として、高齢且つ何らかの疾病を持ち例会

に出席できない会員の退会防止のための救援措置や米海軍厚木基

地司令官を名誉会員とした経緯がある。名誉会員は会費納入義務・

出席義務が免除されるが、かつて元気な長老を名誉会員にした時、

毎回例会に来られ食事代を頂く事ができず困った事があった。　本人

はスマイルで払っているつもりであるが、食事代は一般会計、スマイル

は奉仕会計なので科目が違うので困惑した事があった。

６.余談として、ロータリーには世界中の著名なロータリアンとしてロー

タリー情報マニュアル等に多くのアメリカ大統領、チャーチル、サッ

チャー、フィリップ殿下や宇宙飛行士等が紹介されているが、これは

ロータリーにはこれだけ立派な会員がいる事を誇示したいためのもの

第2585回　2017年４月11日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　　美穂　会員

斉　　唱／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／大和中ＲＣ　石川　健次様

会長の時間

幹事報告

・今回のクラブフォーラムは次年

度のクラブ活動計画書作成に直

結しますので活発な意見をお願

いします。

・規定審議議会立法案を提出し

ました。

・ﾛｰﾀﾘｰ財団100周年記念シンポ

ジウムDVDが作成されました。

・5月家族会の日程が再度変更になりました。【変更日5月

28日】

・次回4/18例会終了後、台北訪問説明会を実施します。

【ポスティング】 

・次第　・週報　・慰労会収支報告　・クラブフォーラム資料

・地区大会報告書

【回覧】

・母子の健康月間　リソースのご案内

・pal

・第22回日本緩和医療学会学術大会について

・ICU 見学60周年記念事業　寄付について

・春の献血キャンペーン　ポスター

・相模原南RC週報

・大塚商会セミナーについて

こんにちは。先週に続き「母

子の健康」についての話したい

と思います。「茅ヶ崎中央ＲＣ」

より

女性が単に健康情報を得る

だけでなく、得た知識を普及さ

せ、健康情報を持っている女

性は子ども、夫、両親そして近所の人たちに伝達し地域

においてその理解が浸透していくことを目的にします。

具体的には若い女性に１日３時間で５日間の研修を行

い、その内容は単にポリオだけを取り上げるのではなく、

応急処置、避妊、出産前後のケア、衛生そして予防接種

（ポリオを含む）など広く健康情報に関する研修を実施す

るのです。

参加者には５００円が支給され、終了後の試験に合格

すればさらに５００円が支給されます。

講師は認定試験に合格した女性健康普及員とし、報

酬は１５時間で１万円。１回の対象人数は１０人を目標としま

伊藤　健司　幹事

出席報告道岸委員長 戸張ソングリーダー

委員会報告

クラブフォーラム

クラブ研修リーダー　佐々木　和夫会員

す。予算は１年間で１００万円、３年間で３００万円としました。

３年間にパキスタン、タッタ県で１４００人以上の未婚女性

を対象に家庭健康教育が実施し、その費用を茅ヶ崎ＲＣが

拠出し、プログラム運用状況をＡＭＤＡが管理サポートして

いくというプログラムです。

本日 ￥８,０００  累計 ￥６３８,６２３

◆大和中ＲＣ石川健次様／久しぶりにメイクに来ました。大

和ＲＣの皆様にはいつもお世話になっています。

◆宮東悠会長／石川さん大和クラブにようこそ！！

◆伊藤健司幹事／早く明日にならないかなぁ。ドームでジャ

イアンツ戦です。

◆眞鍋藤正会員／佐々木さん、写真とＤＶＤありがとうござ

いました。御礼が遅くなってスミマセン。

◆井上勝彦会員／岡田先生にプッシュされてスマイルしま

す。今日は寒い日ですね。体調に気をつけましょう。

◆古木通夫会員／雨ばっかり！　野菜作り用畑の準備。間に

合わない～。

◆戸張美穂会員／皆様２０２５年問

題、最近話題になることが多いです

が、日経にお役に立ちそうな記事でし

たので、ご一読なさってみて下さい。

◆小金澤和夫会員／今日は本当に

寒いですね。体に気を付けてくださ

い。スマイルボックスも目標に近づい

ておりますので、あと少しご協力お願いします。

スマイルボックス報告
小金澤委員

卓話 ９. 高齢や何らかの疾病を理由に例会出席が不可能な会員の優遇

措置がクラブの平等性を損なうという意見に対する対策

①高齢や何らかの疾病を理由に例会出席が不可能な会員は大和

サテライトロータリークラブ ( 仮称 : 定款では衛星クラブと称す ) 会

員とする案。

②衛星クラブの会員は大和ロータリークラブの会員である。

③衛星クラブは細則に月2回以上の例会と規定でき、大和クラブの

例会日以外で開催する。　はたして会費優遇措置を得た会員が別の

日に衛星クラブの例会に参加するのも不可能かもしれない。

④衛星クラブの運営は当該クラブの自主性に任せるが定款から逸脱

してはならない。

⑤細則で規定すれば衛星クラブの会員は7.に記載した準会員、法

人会員、家族会員とする事も可能である。また、退会者の再入会も認

められる。

⑥衛星クラブの運営条件は大和ロータリークラブより緩やかにでき

る。

　　従って、ロータリーの目的を実行さえすればハードルが低くなり会

員増強が見込まれる。　ただし、RIに納める人頭分担金他、地区資金

等半期に￥28,684 を最低限の会費として支払う義務が生ずる。

⑦衛星クラブを考えるためにクラブ活動計画書に特別委員会として

設置済み

７ページ　定款第１２条「出席」　について (２０１６年手続要覧ではP.91)

１０.　９ページ第３節 (b) 項で「ロータリー歴と年齢の合計が８６年以上

で、２０年のロータリー歴があれば出席免除できる」の件

これは細則に規定すれば従来通り２０年の会員歴が無くとも出席免

除が可能である。細則に緩和措置を検討したい。

１４ページ　第１４条｢会費」について (２０１６年手続要覧ではP.94)

１１.　昨年度までは「入会金及び会費」という条項であった。

　　当初２０１６年規定審議会決定報告では「入会金廃止」と説明され

たが、日本語訳の誤りで「入会金を削除する」と言う事になった、この

訂正が周知されなかったため地区内で「入会金を取る」・「取っては

いけない」という議論が延 と々された。

　　そして取るなら「入会金」という言葉でなく「加入金や登録料」にす

ればという意見まで出された。　定款の正しい解釈は入会金を取って

はいけないという事を言っているのでは無く、入会金の言葉が消され

ただけである。　

　　その結果、大和クラブとしては入会金を頂く方向で考えたい。

これを細則で文章化する。

　本年度は間違ったＲＩの情報に翻弄され入会金は頂いて無いが、本

年度入会された新会員より今更徴収するのも道理にかなわないの

で、次回に入会の方から頂く事にしたい。　これについては理事会の議

案とする。

補遺　「新会員のための豆知識」
1.　ロータリーでは新入会員とは言いません「新会員」と言います。

2.　我 は々大和ロータリークラブの会員です

3.　大和ロータリークラブは国際ロータリーの会員です。

従って我 は々国際ロータリーの会員ではありません。

４.　国際ロータリークラブという言葉はありません、国際ロータリーで

で、この中には名誉会員扱いの方も多いと思う。　我 は々大和に密着

した方、大和市長や米海軍厚木基地司令官、海上自衛隊厚木司令

官、大和市立病院長、大和警察署長等がクラブに相応しい名誉会

員と思う。

７ . 会員の種類は名誉会員と正会員である事は前出の通りである

が、正会員としてその他、準会員、法人会員、家族会員を細則に定

めれば、その他の正会員として追加できる。　ただし、そのような正会

員もＲＩ人頭分担金を支払わねばならない。

８.　高齢や何らかの疾病を理由に退会希望情報が入った場合、その

様な経験豊富な先輩の方々の意見やアドバイスは我 に々とって非

常に重要なものである。従って引き続き会員として残留していただ

く事を目的に会費優遇措置を細則で規定するのも退会防止の一

方法と考える。

　  これには高齢や何らかの疾病を持つという定義が必要である。

　　その方法の一つは、例会に出席できず食事をしないので会費のう

ち、食事代を減免する。　ただし、出席できる場合はその都度食費を

納める。食事代以外で最低必要なものだけ負担して貰うことを試算

しておくと良いのでは。退会防止措置ではあるが必要だともう。

　　　以下は会費減免優遇措置を許可する場合の最低限納付額の

試算である。

す。

５.　大和ロータリークラブ

のホームページアドレス

http://www.yamato-

rc.org/　 ログイン ID: 未

定  パスワード:未定

６ .　国際ロータリーの

ホームページアドレス

https://www.rotary.org

/ja　　

こ こ に 入 っ て My 

ROTARY よりご自分の

アカウントを取得して下

さい。ロータリー資料・参考文献や自分の寄付状況等が見ら

れます。

８.　「ロータリーの友」電子版のアドレス

　　http://rotary-no-tomo.jp/　　ログイン ID : rotary　パスワード : 

rotary

９.　会員証について

　　半期毎に会費を納めると幹事署名の会員証が発行される。( 有効

期間は半年 )

　　他クラブへメイクアップに行く時、受付で会員証を提示しロータリア

ンである事を証明するものである。　ただしロータリーバッジを着けてい

ればOK。

大和RCはクラブ番号１４１４１ 、会員にはそれぞれ会員番号が記載さ

れている。

１０.　略称の説明　( 略称の場合 R.I. の様にピリオドが以前は入ったが

今は無い) 

RI      Rotary International　　　　　　　国際ロータリー

RC     Rotary Club　　　　　　　　　　　　　　ロータリークラブ

D2780  District 2780　　　　　　　　　　　　第2780地区

DG     District Governor　　　　　　　　　地区ガバナー

GE     Governor Elect　　　　　　　　　　　ガバナーエレクト

GN     Governor Nominee　　　　　　　ガバナーノミニー

PG     Past Governor　　　　　　　　　　 　パスト(元 )ガバナー

AG     Assistant Governor　　　　　　　ガバナー補佐

PP     Past President　　　　　　　　　　 　パスト(元 )会長

PE     President Elect　　　　　　　　　　　会長エレクト

PN     President Nominee　　　　　　　会長ノミニー

SAA    Sergeant-at-Arms　　　　　　　　会場監督

IM     Intercity Meeting　　　　　　　　　  都市連合会

PHF   Paul Harris Fellow　　　　　　　  ポール・ハリス・フェロー称号

PETS  President Elect Training Seminar

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長エレクト研修セミナー

CLP   Club Leadership Plan　　　　　　 クラブリーダーシッププラン

DLP   District Leadership Plan　　　　　地区リーダーシッププラン

「定款改正に関わる細則改正について」

必須資金

①人頭分担金　  上半期 31ドル  (1ドル116円換算、変動有り)

　　　　　　　　　　　　　　　下半期 30 ドル　計61ドル   ￥7,076

②米山奨学普通寄付　      半期  ￥2,500　年間 　￥5,000

③ロータリーの友購読料  　　半期　￥1,296  年間 　￥2,592

④地区資金　              　　　　半期　￥7,850  年間 ￥15,700

⑤地区大会分担金　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　年間　　￥8,000

⑥財団100周年記念事業費                　　年間 　￥1,000

⑦IM登録料　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 年間 　￥8,000

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　 年間 ￥47,368

クラブ徴収必要経費 -------------------------------------------------------------

⑧周年事業積立金　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　年間 ￥10,000

                                  総計                  　年間　￥57,368

                                                        　　　半期 ￥28,684

上記の通り、RI及び第2780地区支払い　　　 半期最低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥28,684 必要

     --------------------------------------------------------------------------------------

ただし、これだけではなくクラブ運営費を加え計算すると

半期会費から単純に食事代を減免した計算では

130,500－2,500円×20回＝80,500

　(20回は2017～18年度の例会数 )

80,500の内訳

 (RI・地区へ28,684＋クラブ管理運営資金￥51,816)である
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宮東　悠　会長

２０１６年手続要覧「標準クラブ定款」によるクラブ細則変更点討議

３月２１日「クラブ研修委員会報告」で配布した新旧定款比較表で話を

進める。

　

３ページ　定款　第８条「会合」について　(２０１６年手続要覧ではP.88)

１.　昨年度まで毎週火曜日の例会であった。　本年度より定款に於いて

規定の例外として月２回以上の例会でもかまわない、これは細則で決

定可能となった。

２.例会の週に国民の祝日が入る場合はその週の例会は休会にできる

事になった。　これは本年度既に実行している。今までと同様に例会を

開催すると次年度は前期１８回、後期２１回、計３９回の例会となる。

武田エレクトの意見は？

武田エレクト：これまで通りと思ってます。

伊藤幹事：本年度はカレンダー通りだと非常に多くなりました。祝

日との兼ね合いを検討したいです。

３.　第８条第３節の理事会議事録を６０日以内に全会員に開示する件。

クラブ運営・奉仕活動内容の決定事項に関する開示は問題無いが、

個人の名誉に関わる場合の議案については審議継続中の事案は開

示を控えるべきと思う。　

眞鍋会員：任せる部分も必要かと。自由になるのも問題だが。

田辺会員：柔軟性を持たせるということは重要かと。理事会決議でさ

し控えるということなら良いのでは。

４ページ　定款第９条「会員身分に関する規定の例外」について ( 手

続要覧P.８９)

４. 本条文は後に出てくる条項に対する注意を予告している条文

なので、非常に読みにくく２０１９年規定審議会の立法案として修正

案を提出した。

４ページ　第１０条「会員身分」について ( 手続要覧P.８９)

５.第２節　会員種類は以前と同様、「会員は正会員と名誉会員」

である。　この件で、３月２１日に「名誉会員の定義」について伊藤彦二

君より質問があった。

　　「細則検討委員会」又は本年度・次年度理事会で充分検討した

い。過去の名誉会員の例として、高齢且つ何らかの疾病を持ち例会

に出席できない会員の退会防止のための救援措置や米海軍厚木基

地司令官を名誉会員とした経緯がある。名誉会員は会費納入義務・

出席義務が免除されるが、かつて元気な長老を名誉会員にした時、

毎回例会に来られ食事代を頂く事ができず困った事があった。　本人

はスマイルで払っているつもりであるが、食事代は一般会計、スマイル

は奉仕会計なので科目が違うので困惑した事があった。

６.余談として、ロータリーには世界中の著名なロータリアンとしてロー

タリー情報マニュアル等に多くのアメリカ大統領、チャーチル、サッ

チャー、フィリップ殿下や宇宙飛行士等が紹介されているが、これは

ロータリーにはこれだけ立派な会員がいる事を誇示したいためのもの

第2585回　2017年４月11日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　　美穂　会員

斉　　唱／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／大和中ＲＣ　石川　健次様

会長の時間

幹事報告

・今回のクラブフォーラムは次年

度のクラブ活動計画書作成に直

結しますので活発な意見をお願

いします。

・規定審議議会立法案を提出し

ました。

・ﾛｰﾀﾘｰ財団100周年記念シンポ

ジウムDVDが作成されました。

・5月家族会の日程が再度変更になりました。【変更日5月

28日】

・次回4/18例会終了後、台北訪問説明会を実施します。

【ポスティング】 

・次第　・週報　・慰労会収支報告　・クラブフォーラム資料

・地区大会報告書

【回覧】

・母子の健康月間　リソースのご案内

・pal

・第22回日本緩和医療学会学術大会について

・ICU 見学60周年記念事業　寄付について

・春の献血キャンペーン　ポスター

・相模原南RC週報

・大塚商会セミナーについて

こんにちは。先週に続き「母

子の健康」についての話したい

と思います。「茅ヶ崎中央ＲＣ」

より

女性が単に健康情報を得る

だけでなく、得た知識を普及さ

せ、健康情報を持っている女

性は子ども、夫、両親そして近所の人たちに伝達し地域

においてその理解が浸透していくことを目的にします。

具体的には若い女性に１日３時間で５日間の研修を行

い、その内容は単にポリオだけを取り上げるのではなく、

応急処置、避妊、出産前後のケア、衛生そして予防接種

（ポリオを含む）など広く健康情報に関する研修を実施す

るのです。

参加者には５００円が支給され、終了後の試験に合格

すればさらに５００円が支給されます。

講師は認定試験に合格した女性健康普及員とし、報

酬は１５時間で１万円。１回の対象人数は１０人を目標としま

伊藤　健司　幹事

出席報告道岸委員長 戸張ソングリーダー

委員会報告

クラブフォーラム

クラブ研修リーダー　佐々木　和夫会員

す。予算は１年間で１００万円、３年間で３００万円としました。

３年間にパキスタン、タッタ県で１４００人以上の未婚女性

を対象に家庭健康教育が実施し、その費用を茅ヶ崎ＲＣが

拠出し、プログラム運用状況をＡＭＤＡが管理サポートして

いくというプログラムです。

本日 ￥８,０００  累計 ￥６３８,６２３

◆大和中ＲＣ石川健次様／久しぶりにメイクに来ました。大

和ＲＣの皆様にはいつもお世話になっています。

◆宮東悠会長／石川さん大和クラブにようこそ！！

◆伊藤健司幹事／早く明日にならないかなぁ。ドームでジャ

イアンツ戦です。

◆眞鍋藤正会員／佐々木さん、写真とＤＶＤありがとうござ

いました。御礼が遅くなってスミマセン。

◆井上勝彦会員／岡田先生にプッシュされてスマイルしま

す。今日は寒い日ですね。体調に気をつけましょう。

◆古木通夫会員／雨ばっかり！　野菜作り用畑の準備。間に

合わない～。

◆戸張美穂会員／皆様２０２５年問

題、最近話題になることが多いです

が、日経にお役に立ちそうな記事でし

たので、ご一読なさってみて下さい。

◆小金澤和夫会員／今日は本当に

寒いですね。体に気を付けてくださ

い。スマイルボックスも目標に近づい

ておりますので、あと少しご協力お願いします。

スマイルボックス報告
小金澤委員

卓話 ９. 高齢や何らかの疾病を理由に例会出席が不可能な会員の優遇

措置がクラブの平等性を損なうという意見に対する対策

①高齢や何らかの疾病を理由に例会出席が不可能な会員は大和

サテライトロータリークラブ ( 仮称 : 定款では衛星クラブと称す ) 会

員とする案。

②衛星クラブの会員は大和ロータリークラブの会員である。

③衛星クラブは細則に月2回以上の例会と規定でき、大和クラブの

例会日以外で開催する。　はたして会費優遇措置を得た会員が別の

日に衛星クラブの例会に参加するのも不可能かもしれない。

④衛星クラブの運営は当該クラブの自主性に任せるが定款から逸脱

してはならない。

⑤細則で規定すれば衛星クラブの会員は7.に記載した準会員、法

人会員、家族会員とする事も可能である。また、退会者の再入会も認

められる。

⑥衛星クラブの運営条件は大和ロータリークラブより緩やかにでき

る。

　　従って、ロータリーの目的を実行さえすればハードルが低くなり会

員増強が見込まれる。　ただし、RIに納める人頭分担金他、地区資金

等半期に￥28,684 を最低限の会費として支払う義務が生ずる。

⑦衛星クラブを考えるためにクラブ活動計画書に特別委員会として

設置済み

７ページ　定款第１２条「出席」　について (２０１６年手続要覧ではP.91)

１０.　９ページ第３節 (b) 項で「ロータリー歴と年齢の合計が８６年以上

で、２０年のロータリー歴があれば出席免除できる」の件

これは細則に規定すれば従来通り２０年の会員歴が無くとも出席免

除が可能である。細則に緩和措置を検討したい。

１４ページ　第１４条｢会費」について (２０１６年手続要覧ではP.94)

１１.　昨年度までは「入会金及び会費」という条項であった。

　　当初２０１６年規定審議会決定報告では「入会金廃止」と説明され

たが、日本語訳の誤りで「入会金を削除する」と言う事になった、この

訂正が周知されなかったため地区内で「入会金を取る」・「取っては

いけない」という議論が延 と々された。

　　そして取るなら「入会金」という言葉でなく「加入金や登録料」にす

ればという意見まで出された。　定款の正しい解釈は入会金を取って

はいけないという事を言っているのでは無く、入会金の言葉が消され

ただけである。　

　　その結果、大和クラブとしては入会金を頂く方向で考えたい。

これを細則で文章化する。

　本年度は間違ったＲＩの情報に翻弄され入会金は頂いて無いが、本

年度入会された新会員より今更徴収するのも道理にかなわないの

で、次回に入会の方から頂く事にしたい。　これについては理事会の議

案とする。

補遺　「新会員のための豆知識」
1.　ロータリーでは新入会員とは言いません「新会員」と言います。

2.　我 は々大和ロータリークラブの会員です

3.　大和ロータリークラブは国際ロータリーの会員です。

従って我 は々国際ロータリーの会員ではありません。

４.　国際ロータリークラブという言葉はありません、国際ロータリーで

で、この中には名誉会員扱いの方も多いと思う。　我 は々大和に密着

した方、大和市長や米海軍厚木基地司令官、海上自衛隊厚木司令

官、大和市立病院長、大和警察署長等がクラブに相応しい名誉会

員と思う。

７ . 会員の種類は名誉会員と正会員である事は前出の通りである

が、正会員としてその他、準会員、法人会員、家族会員を細則に定

めれば、その他の正会員として追加できる。　ただし、そのような正会

員もＲＩ人頭分担金を支払わねばならない。

８.　高齢や何らかの疾病を理由に退会希望情報が入った場合、その

様な経験豊富な先輩の方々の意見やアドバイスは我 に々とって非

常に重要なものである。従って引き続き会員として残留していただ

く事を目的に会費優遇措置を細則で規定するのも退会防止の一

方法と考える。

　  これには高齢や何らかの疾病を持つという定義が必要である。

　　その方法の一つは、例会に出席できず食事をしないので会費のう

ち、食事代を減免する。　ただし、出席できる場合はその都度食費を

納める。食事代以外で最低必要なものだけ負担して貰うことを試算

しておくと良いのでは。退会防止措置ではあるが必要だともう。

　　　以下は会費減免優遇措置を許可する場合の最低限納付額の

試算である。

す。

５.　大和ロータリークラブ

のホームページアドレス

http://www.yamato-

rc.org/　 ログイン ID: 未

定  パスワード:未定

６ .　国際ロータリーの

ホームページアドレス

https://www.rotary.org

/ja　　

こ こ に 入 っ て My 

ROTARY よりご自分の

アカウントを取得して下

さい。ロータリー資料・参考文献や自分の寄付状況等が見ら

れます。

８.　「ロータリーの友」電子版のアドレス

　　http://rotary-no-tomo.jp/　　ログイン ID : rotary　パスワード : 

rotary

９.　会員証について

　　半期毎に会費を納めると幹事署名の会員証が発行される。( 有効

期間は半年 )

　　他クラブへメイクアップに行く時、受付で会員証を提示しロータリア

ンである事を証明するものである。　ただしロータリーバッジを着けてい

ればOK。

大和RCはクラブ番号１４１４１ 、会員にはそれぞれ会員番号が記載さ

れている。

１０.　略称の説明　( 略称の場合 R.I. の様にピリオドが以前は入ったが

今は無い) 

RI      Rotary International　　　　　　　国際ロータリー

RC     Rotary Club　　　　　　　　　　　　　　ロータリークラブ

D2780  District 2780　　　　　　　　　　　　第2780地区

DG     District Governor　　　　　　　　　地区ガバナー

GE     Governor Elect　　　　　　　　　　　ガバナーエレクト

GN     Governor Nominee　　　　　　　ガバナーノミニー

PG     Past Governor　　　　　　　　　　 　パスト(元 )ガバナー

AG     Assistant Governor　　　　　　　ガバナー補佐

PP     Past President　　　　　　　　　　 　パスト(元 )会長

PE     President Elect　　　　　　　　　　　会長エレクト

PN     President Nominee　　　　　　　会長ノミニー

SAA    Sergeant-at-Arms　　　　　　　　会場監督

IM     Intercity Meeting　　　　　　　　　  都市連合会

PHF   Paul Harris Fellow　　　　　　　  ポール・ハリス・フェロー称号

PETS  President Elect Training Seminar

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長エレクト研修セミナー

CLP   Club Leadership Plan　　　　　　 クラブリーダーシッププラン

DLP   District Leadership Plan　　　　　地区リーダーシッププラン

「定款改正に関わる細則改正について」

必須資金

①人頭分担金　  上半期 31ドル  (1ドル116円換算、変動有り)

　　　　　　　　　　　　　　　下半期 30 ドル　計61ドル   ￥7,076

②米山奨学普通寄付　      半期  ￥2,500　年間 　￥5,000

③ロータリーの友購読料  　　半期　￥1,296  年間 　￥2,592

④地区資金　              　　　　半期　￥7,850  年間 ￥15,700

⑤地区大会分担金　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　年間　　￥8,000

⑥財団100周年記念事業費                　　年間 　￥1,000

⑦IM登録料　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 年間 　￥8,000

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　 年間 ￥47,368

クラブ徴収必要経費 -------------------------------------------------------------

⑧周年事業積立金　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　年間 ￥10,000

                                  総計                  　年間　￥57,368

                                                        　　　半期 ￥28,684

上記の通り、RI及び第2780地区支払い　　　 半期最低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￥28,684 必要

     --------------------------------------------------------------------------------------

ただし、これだけではなくクラブ運営費を加え計算すると

半期会費から単純に食事代を減免した計算では

130,500－2,500円×20回＝80,500

　(20回は2017～18年度の例会数 )

80,500の内訳

 (RI・地区へ28,684＋クラブ管理運営資金￥51,816)である


