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2017年11月30日

ロータリー財団月間
月間テーマ（11月）

第1177回（本年度 第20回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

地区大会出席報告

先週、10日から11日の二日間、帝国ホテルにて開催された地区大会
の二日目にNHKホールにて開催された本会議にて、栗山会員が「超
我の奉仕賞」を受賞されました。世界的にハードルの高いこの受賞
は、今回の国内受賞者は4名であり、クラブにとっても誇らしい受賞で
あります。

本日のプログラム

次回 12/7 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員会委員長・小委員会委員長

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　林業について
　藤本 淳司 会員



2017-18年度第1176回（第19回例会）
幹事報告 (11/16)

幹事  辻 義光

■本日の卓話はロータリー規定・情報担当の高島会
員です。高島会員よろしくお願いいたします。

　例会終了後、第6回12月度理事会を行います。理
事、役員の皆様ご出席お願いいたします。

■11月19日（日）三世代合同社会奉仕事業です。

　今回は大阪水上隣保館の子供達を太閤園に招き、
寄贈したエイサーの衣装を着て演舞していただき
ます。時間は9：00～13：30の予定です。

■11月23日（木）は休会です。

又、一日目の会長幹事部門にて、我クラブが1人当り
年間寄付額379ドルとなり、2016-17年度ロータリー
財団寄付優秀クラブ第3位の表彰を受け、檀上にて
表彰状を受け取ってまいりました。

RI会長代理歓迎晩餐会には、我クラブから17名が出
席し、総勢389名出席の盛会でありました。

昨日、早瀬会員が創建された寶林山直指禅庵の落慶
法要を執り行われ、クラブから多くの会員が参列され
ました。

先程、早瀬会員から当日のお祝いの一部を中之島基
金に寄付を頂きましたこと、皆様に報告させて頂きま
す。感謝申し上げます。

辻一夫会員、瑞宝双光章授与おめでとうございます。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より
「第７回米山功労者」の表彰を受けました。

早瀬会員が中之島基金に寄付されました

■11月30日（木）の卓話は藤本会員の卓話です。藤
本会員よろしくお願いいたします。

■12月2日（土）成美学寮の餅つき大会です。今年度
で最後になるかもしれません。会員の皆様、多数の
ご参加よろしくお願いいたします。

■12月7日（木）、委員会報告です。各委員長よろしく
お願いいたします。

■12月14日（木）、年次総会です。次年度理事･役員
の決定の決議を行います。会員の皆様ご出席お願
いいたします。



規定審議会について

ロータリー規定・情報担当　高島 凱夫 会員

各ロータリークラブの意見を、ロータリーの組織運営
に反映させるためにある。

皆さんが「ロータリーの組織運営において理屈に合
わない」「直した方が運営が上手くいく」というような
ところがあれば、誰でも規定審議会に提案できること
になっています。しかし、規定審議会への提案までに
は少々時間がかかります。

【規定審議会の歴史】

ロータリークラブが1905年2月23日にシカゴロー
タリークラブの誕生で産声を上げて29年が経った
1934年デトロイト国際大会の一部門として規定審
議会が開かれました。

1970年アトランタ国際大会で、国際ロータリーの
立法機関として承認。2年に1回の開催が決定。
1974年ミネアポリス・セントポール国際大会で3
年に1回開催と決まり、現在に至っています。

1977年からは、国際大会から独立して規定審議
会が開催されるようになりました。2016年の規定
審議会までは、3年毎に開催される規定審議会に
於いて、制定案と決議案が審議されていましたが、
規定審議会では組織規定に変更を加える制定案
と、RI理事会の見解を表明する見解表明案のみが
審議されて、地区やクラブから提案される決議案
は、毎年オンラインで開催される、決議審議会に
よって審議されることになりました。

【決議案とは】

組織規定文書…手続き要覧に載っている文書…

に記載されている事柄の範囲外で、RI理事会また
はロータリー財団管理委員会による決定を求める
ものです。また、決議案は、地域的または運営的な
事柄に関するものより、ロータリー世界＝環境に影
響を与えるものが理想とされます。

今年度に提出された約40決議案件の一部は

＊クラブ戦略計画委員会の設置を推奨することを
検討するようRI理事会に要請する件

＊すべてのクラブ例会を「四つのテスト」で開始す
ることを推奨することを検討するようRI理事会に
要請する件

＊クラブの柔軟性による効果について調査するこ
とを検討するようRI理事会に要請する件…
2016年の規定審議会で様々な課題を提供した
「クラブの柔軟性を云々という事項です。D2660
戦略計画委員会では近々アンケートを行い

＊「ロータリーの目的」を明確にすることを検討す
るようRI理事会に要請する件

というような事項でした。

【規定審議会】

3年に1度開催される規定審議会では、ロータリー
の組織規定に変更を加える制定案と、RI理事会の
見解を表明する見解表明案について審議と投票
が行われます。

2016年の規定審議会では、

＊クラブは、少なくとも月に2回、何らかの方法で例
会を行う限り、例会頻度を減らすことができます。
ただし、各月の最終例会後15日以内に月次出席
報告をガバナーに提出するという要件は変わり
ません。

＊例会方法に関する大幅な柔軟性を全ロータリー
クラブに認めることを決定した2016年規定審議
会は、Eクラブと従来型クラブを区別する必要性
がなくなったことを認識しました

＊RI細則と標準ロータリークラブ定款の規定では、
「正会員」と「名誉会員」の2つの会員種類があり
ます。クラブ細則を修正することにより、クラブは、

地元のニーズに応じて新しい会員種類を追加
できます（例：準会員、法人会員、家族会員など）。



＊ローターアクターの二重会員身分…ローターア
クトクラブの会員が、ロータリークラブの会員に
もなることが出来る。

【投票する人は】

各地区1名の審議会代議員が地区大会で選出さ

日　時：2017年11月16日（木）　13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・木村・杉村・下岡・早瀬・嶽下・山本・辻（義）　以上9名（敬称略）

2017-2018 年度 第6回　12月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

創立25周年記念式典も無事終わりました。

下半期に向かっても皆様の御協力を賜りますようお
願い申し上げます。

【報告・確認事項】

1. 米山奨学生　蘆 聖芸さんについて

本人の諸問題により米山奨学生の受け入れを終了

した。

2. 三世代合同社会奉仕事業について

・日　時：11月19日（日）太閤園10時集合

・参加人数：水上隣保館生徒他28名・大阪天満橋RC 

11名・大阪大手前RC11名・大阪中之島

RC19名

3. 2018-19年度地区出向者について下記の会員を
推薦する

・ロータリー財団委員会　村橋 義晃 会長

・国際奉仕委員会　檜皮 悦子 会員

・米山奨学委員会　栗山 博道 会員

・インタ－アクト委員会　杉村 雅之 会員

4. 職業奉仕委員会よりの報告及び協議

・10月22日に実施した台北福齢RC座禅研修会他の

収支報告　　　

・2018年4月くらいにユニバーサル園芸にて移動例会

を実施する。【承認】

5. 会員増強・維持小委員会からの報告

今後下半期に向けては、期初の方針の通り“若手の会

員等による若年層の入会の促進”を進めて参ります。ク

ラブ戦略計画委員会の示す通り（地区における中堅

以上のクラブ会員数を50名以上）にすると言う会員増

強に対するモチベーションの維持が重要だと考えます。

皆様御協力をよろしくお願いいたします。

　・今後の活動予定

　  月1回程度の状況報告、問題点の検討等を行う

　・以下を取り入れ具体的な勧誘のスキームをつくる。

　  5名～6名で入会促進チームを構成する。

　  当クラブの魅力のアピール

　  親睦・奉仕活動のPR（参加も伴う）

閉会の挨拶（西田会長エレクト）

本日も有意義な協議及びご報告ありがとうございました。

れます。

日本には34地区ありますので、34名の代議員、世
界では539地区ありますので539名の代議員がい
るわけです。任期は3年間。先日の地区大会2日目
の本会議で大会決議案が上程され、承認されまし
たが、その決議第3号で2019年の2660地区の代
議員は立野PDG、予備代議員が松本直前がバナー
が決まったわけです。

審議会代議員資格は、いずれも、クラブの会員で
なければならない。 各代表議員は、選挙時に、RI
役員として全期、務めたことがある者でなければな
らない。

しかし、元役員が地区内で得られないということを
当該ガバナーが証明し、RI会長の同意が得られた
ときは、ガバナーとして全期務めていないロータリ
アンやガバナー・エレクトを選んでも差し支えない。



【’18年2月 行事予定】　（平和と紛争予防/紛争解決月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

1184

1185

1186

1187

27

28

29

30

委員会報告

国際奉仕委員会クラブフォーラム
各国米山奨学生パネルディスカッション

三世代合同例会

第3回クラブ協議会

第9回3月度理事会
第1回ノミニー理事会

各委員長

卓話担当：井本会員

国際奉仕委員会 :
嶽下委員長

【’17年12月 行事予定】　（疾病予防と治療月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

23日（土）

28日（木）

1178

1179

-

1180

-

21

22

-

23

-

委員会報告

年次総会

12/23に変更

夜例会・クリスマス家族会

休会②

各委員長・小委員会

(次年度理事・役員決定) 第7回1月度理事会

IM6組会長・幹事会
　日程：2/23（金）18：00～

クリスマス家族会
　日程：12/23（土）18：30～
　会場：太閤園　桜苑（庵）1Ｆ

本日のメニュー
小　鉢 湯葉とお浸し
焼物八寸　焼き鶏　かまぼこ　出汁巻き
 　菜の花サーモン　帆立　エリンギ　青唐
造　り 鮪　真蛸　あかもく　妻いろいろ
煮　物 聖護院蕪　海老芋　丸南瓜　紅葉麩　法蓮草
蓋　物 銀杏と餅いり玉地蒸し
食　事 蟹炊き込み御飯
香の物 三種盛り
止　椀 野菜の味噌汁

【’18年1月 行事予定】　（職業奉仕月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

-

1181

1182

1183

-

24

25

26

休会③

会長、幹事新年の挨拶
職業奉仕委員会クラブフォーラム

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会
村橋会長、辻義光幹事
職業奉仕委員会：早瀬委員長

卓話担当：檜皮会員

夜例会

◆地区チーム研修セミナー 

【報告事項】

1. 米山学友会3名の決定

2. 同じ内容を一度に発表すると聴衆が混乱するので、

日　時：2017年11月27日（木）　18：30～20：00
場　所：創作ネパール料理シュレスタ
出席者：嶽下委員長・坂本副委員長・米山学友会 シュレスタ会長
議事進行：嶽下委員長

2017-18年度国際奉仕委員会打合せ議事録

1人につき15分でリクエストがあった中から1つの
トピックに絞り発表する

3. 平成30年1月下旬頃に最終打ち合わせをする



ニコニコBOX

村橋：早瀬さん、立派な落慶法要に出席させていた
だき有難うございました。

西田：早瀬さん、落慶法要おめでとうございます。ニ
コニコ

辻（義）：早瀬会員、昨日は有難うございました。
早瀬：落慶法要有難うございました。
辻（一）：ニコニコ
嶽下：早瀬さん、落慶法要おめでとうございます。
吉田：ニコニコ
高島：本日卓話です。どうぞお昼寝して下さい。
下岡：早瀬さん、落慶法要おめでとうございます。
村上：誕生祝の果物、結婚記念日のお花をいただき

有難うございます。
檜皮：高島会員、卓話よろしくお願いします。

早瀬会員、盛大なる落慶法要おめでとうござい
ます。

丸山：寒くなりましたね。
皆さん風邪をひかないように気をつけましょう。

満村：ニコニコ

本日合計 : ￥38,000
累　計 : ￥813,000

16
11

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名

名誉会員数 6名 外国ビジター 0名

免除会員 3名 国内ゲスト 0名

出席者 22名 外国ゲスト 0名

欠席者 7名

出席率 75.86 %
10月26日の修正出席率 86.20 %

●メイクアップ
北村 　讓 10月13日　　地区職業奉仕委員会

杉村 雅之 10月22日　　職業奉仕座禅修行

山本 　肇 10月22日　　職業奉仕座禅修行

丸山 澄高 10月22日　　職業奉仕座禅修行

三世代合同社会奉仕事業
11月19日（日）、太閤園ダイヤモンドホールで三世代合
同社会奉仕事業を実施しました。

これは、大阪水上隣保館で生活する子供達に、沖縄舞
踊「エイサー」を発表していただくと共に、贈呈した舞踊
衣装と太鼓のお披露目を内容とするものでした。

参加者は約70名。家庭の味わいの少ない子供達のた

社会奉仕委員長　辻 一夫

めに「おじいちゃん、おばあちゃんになっていただきた
い」との呼びかけに、食べ尽くしてしまった子供達の
テーブルへ、自分達のから揚げやソーセージを運んで
いるロータリアンの姿。本当にアットホームな空気が流
れていました。

短い時間の濃密な奉仕活動であったと思います。


