
２０１５年５月２７日 第２１９８回例会　VOL. ４６　No. ４２

■司　　会　ＳＡＡ　 齊藤　善孝

■開会点鐘　会　 長　増田嘉一郎

■斉　　唱　我らの生業　　　
　　　ＳＬ　市川　慎二　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
鈴木

■他クラブ出席者
新川、佐藤真吾 (地区 )、鈴木（磯子 RC）

■ゲスト
湯澤　和人様（元クラブ会員）

■誕生記念祝

松本　英二会員　　　4.2

太田　勝典会員　　　5.27
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「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

■会長報告
１）６月２日は、横浜港開港記念日です。

1859 年（安政６年）の６月２日に、横浜港は

開港しました。横浜に長く住まわれている方

は、開港記念日と聞くと何らかの思い出があ

るのではと思います。当クラブが武者行列を

行ったパレードは、今は５月の連休に行われ

ていますが、かつては、横浜市立の学校が休

みでもある開港記念日の６月２日に仮装行列

を行っていたという記憶です。開港 100 周年

の頃は、今の横浜市庁が建っている所が、ア

メリカ軍の接収が解除され空地となっており、

横浜公園とを使って、バザーの出店やお化け

屋敷が並んでおりました。友達とお祭りの縁

日みたいな感じで遊び回ったというのが、私

の思い出です。ただ今回調べたところでは、

今の横浜みなとみらい 21 地区の臨港パークで

開催されている横浜開港祭は、昭和 56 年の「国

際デープレ横浜どんたく」として開催された

のが第１回ということですので、それ以前の

ものとは別の行事のようです。

２）本日の例会では、当クラブ細則の改正等

をご審議いただきます。当クラブの会長人事

や財政に関わる重要な議案です。提案理由に

ついては、先週の会長卓話で詳しく説明させ

ていただきました。先週休まれた方等で、議

案に疑問がある方は、審議の際にご質問をい

本日の出席数       26 名会  員  数 　 　 　 35 名

本日の出席率　96.30％ 修正出席率   　96.56％
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ただき、皆さん納得の上で意見を出していた

だければと思います。

　本日の卓話は、兵藤会員の企画で、松本良

彦名誉会員を偲ぶ会ということです。多くの

会員にとって、例会で顔を合わせるだけであっ

た会員にとっても、存在感があり、松本名誉

会員は皆様にいろいろと思い出を残されてい

るのではと思います。素晴らしい企画であり、

楽しい時間を過ごせるものと期待します。

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○横浜たまロータリークラブ

日時　６月 23 日㈫→ 27 日㈯期末懇親会

場所　モーションブルーヨコハマ

日時　６月 30 日㈫休会

■次年度幹事　　　         　　　　市川　慎二

各クラブ委員会委員長へ

　次年度クラブ委員会活動計画書の提出を５

月末迄にお願い致します。

■親睦委員会　　　　　　　　　  市川　慎二

○岩沼親睦旅行の件

　参加者は８時 15 分横浜駅相鉄線 2 階改札口

集合となります。その際にチケットをお渡し

致します。集合場所に来られない方は事前に

ご連絡下さい。

■防災ワーキンググループ　　　 五十嵐　正

　防災簡易マニュアル「てんでんこ」が出来

上がりましたので配布いたします。

　今年度増田会長の肝いりでスタートしまし

た、防災 WG では、①クラブ内緊急連絡網整備、

②岩沼 RC との災害時相互支援協定の締結、③

防災マニュアルの整備と進めてまいりました。

　①のクラブ内緊急連絡網整備は、SNS を利

用した整備を目指しましたが、会員各位の環

境の違いから、実現にいたりませんでした。

ただ、これも時間の問題で、数年後にはスン

ナリ整備されることと思います。

　数日前、埼玉を震源にした地震がありまし

た。その際、皆様の携帯や、まわりの人の携

帯アラームが一斉に鳴り響いたことを体験さ

れた方もいらっしゃると思います。地震発生

の数秒前のことです。

　②は６月 13 日の岩沼への親睦旅行の際、協

定締結を行う予定です。

　③の防災マニュアル「てんでんこ」のご説

明をさせて頂き

ます。

　当初ロータリ

アン向けのマ

ニュアルとも考

えましたが、一

般向けとほぼ変

わりなく、又冊

子を作っても、

配布して書棚に

眠るようであれ

ば意味もないこ

とから、手軽に

携帯でき、また、

みんなに役立っ

て頂けるような

ものが良いので

はないかと、岩沼 RC と意見の一致を得て、岩

沼 RC 監修のもと製作に入りました。

　岩沼 RC と協議する過程で気がついたこと

は、岩沼と横浜との防災意識のずれがあり、

この製作を通して、少しずつではありますが、

そのずれが薄らいでいくように感じました。

　内容につきましては、表題の「てんでんこ」

の意味すること。そして、備蓄に関する考え

方、非常持出品の事例など紹介しております。

また、裏面では、災害時のいくつかのシーン

での対応のしかたなどを紹介しております。

　最後の頁では、ロータリーと東日本大震災

と題し、一般の方向けにロータリーの広報と

位置づけ、活動を紹介しております。

　また、最後に横浜旭 RC と岩沼 RC の災害相

互支援協定にふれ、ロータリークラブに関心

を持った方が、入会へとの道筋をイメージし、

両クラブ事務所の電話番号を掲載しました。

　この「てんでんこ」を会員はもとより、家族、

従業員、ご近所、お知り合いの方にぜひお渡

しください。また、区民まつりやチャリティー

コンサート会場でも配布し、広報に役だてて

戴ければと願っております。

　また、今回配布しました「てんでんこ」は、

即席で作りました。皆様がどなたかにお配り

し、ご意見を頂戴し改訂を繰り返して、より

使いやすい内容にしていきたいと考えており

ますので、是非ともご協力をお願いします。
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■５分間情報　　　　　　 　　　関口　友宏

○当クラブにスピーチに来た著名人　

故福井会員執筆発行

「ロータリーの古手帳

から」引用

昭和 48 年 11/28　

　映画評論家　

　淀川長治氏

　「人生と映画につい　

　て」講演

昭和 49 年 3/20　

　経済企画庁長官 (当時 )　佐藤一郎氏

　質疑応答形式で行う。

昭和 50 年 4/16　　

　俳優　丹波哲郎氏

　「雑感」講演　霊魂、呪術のことにまで、話

　があった。

昭和 52 年 6/15　

　紀ノ国屋社長　田辺茂一氏

　いろいろ道楽して得たことは、

　「物事を裏から見ることが出来た」と。

昭和 54 年 12/12

　菅原通済氏

　「三悪追放」天下の通人だけあって、驚いた。

　ビールを持って来いと飲みながら話された。

同年　

　作曲家　中田喜直氏

　メダカの学校　小さい秋見つけた 

  夏の思い出　雪の降る町等の作曲で有名。

　大池自然公園に、当クラブ寄贈のメダカの

　学校の歌碑が現存。元中尾町？にお住まい。

来訪日不明　

　中根式速記術の大家　中根正雄氏　

来訪日不明　

　歴史小説家　永井路子氏

　「畠山重忠公と二俣川・鶴ヶ峰」講演　

　旭公会堂での講演前に当クラブ例会に出席

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

湯澤和人様 ( 元会員 ) ／皆様お久しぶりです。

増田嘉一郎／本日は松本名誉会員を偲ぶ会で

す。松本会員の人柄が偲ばれることを期待し

ます。

漆原恵利子／湯澤さんようこそ。急にびっく

りする程暑くなりました。皆様、体調管理に

ご留意下さいませ。今日は皆様と共に松本先

生をお偲びしたいと思います。

齊藤　善孝／妻への誕生日祝い、ありがとう

ございました。

松本　英二／バースデイープレゼント有難う

ございます。

兵藤　哲夫／松本良彦さんを偲ぶ例会、スピー

チをして下さる皆様、有難うございます。本

日はよろしくお願いします。湯澤さん、御苦

労様です。感謝します。

二宮　　登／湯澤さん、ようこそいらっしゃ

いました。

関口　友宏／湯澤さん、ようこそ。お久し振

りです。

太田勝典・佐藤利明／湯澤さん、ようこそ。

これからもよろしくお願いします。

青木　邦弘／消防団の訓練が始まりました。

旭区の大会は 7/13 ㈪ 1 時～保土ヶ谷区 CC の

駐車場で開催されます。見学自由です。佐藤

利明会員も参加されます。

安藤　公一／松本先生には、父子でお世話に

なりました。ご冥福をお祈り致します。

五十嵐　正／湯澤さん、お久し振りです。松

本先生を偲んでのお話、宜しくお願い致しま

す。

桜田　裕子／①急に暑くなりました。皆様体

調に気をつけて下さい。今日は、残念ながら

お目にかかることが出来ませんでしたが、松

本名誉会員のお話を聞かせていただくのを楽

しみにしています。②少しですがドイツから

のお土産のチョコレートをいただきましたの

で、召し上がってください。

福村　　正／逝きし先輩を偲んで。20 年程前

の入会して間もない頃、松本先生と植松先生

と３人で会食。野毛本通りあたりの小料理屋

だったと記憶しています。その後近くのクラ

ブで大はしゃぎされたのが思い出されます。

お二人のノリに圧倒されました。

市川　慎二／①本日の松本先生を偲んでのお

話、楽しみです。②湯澤さん、はじめまして。

③桜田さん、チョコレートありがとうござい

ます。

佐藤　真吾／本日は松本名誉会員を偲ぶ会で

す。湯澤さん、ようこそお越し下さいました。

お元気そうで何よりです。
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■卓話　「松本良彦名誉会員を偲んで」 　

　*2012 年、兵藤会員に届きました暑中見舞い　

　　　　　　　　より写真を掲載いたしました。　
○五十嵐　正
　松本先生の訃報に際し、

突然のことで驚いておりま

す。松本先生と最後に言葉

を交わしたのは昨年８月水

川先生の祝賀パーティーで

隣に席をさせて戴き、いろ

いろな話を聞かせて戴き、

お元気な様子でしたので、驚いております。

　松本先生と云えば、妻といっしょに参加をさ

せていただいた「日曜散歩の会」が、とてもい

い思い出として残っております。

この日曜散歩の会を通して、松本先生の人とな

りを偲んでいきたいと思います。　ご自身が作

られた日曜散歩の会の案内文から一部抜粋して

ご紹介します。

　『親睦委員会の活動の一つとして、「日曜散歩

の会」と銘打ちまして、東京、神奈川近辺の史跡、

名勝、神社、仏閣巡りを主とする日曜散歩を実

施いたします。

１）期日は原則として毎月第三日曜日と定めま

す。

２）集合場所、時刻、コース、見どころ等につ

きましては、毎月第一例会日に会報をお配りし

てお知らせいたします。

　松本先生は、コースを決めるに当たり、失礼

があってはいけないと、毎回事前にご自身で下

見をなされ、クラブメンバー全員に案内のプリ

ントを作り、見所の説明を必ず例会で行ってお

りました。大体参加者は５～６組でしたが、毎

回全員分案内文を作って御配りしておりました。

３）事前の申込みは不要です。時刻までにお集

まりの方々のみにて出発いたします。また、晴

雨に関わらず実行いたしますので、天候による

実施可否のお問令せも不要です。

　とあります。本当に台風の時も必ず集合場所

に松本先生はいらっしゃました。たとえ参加者

が一人でも、二人で回られました。

４）会費は徴収いたしません。交通費、昼食代、

その他は各自、自弁でお願いいたします。

５）不束ではございますが、親睦担当松本が毎

月のご案内役を勤めさせていただきます。現地

集合、現地解散といたします。集合場所には私、

松本がお待ちいたしております。水の如く集ま

り、水の如く散るという自由の会です。同好の

士のご参加をお待ちいたしております。』

　このような要領で、散歩の会が実施され、千

葉の佐原、上野、江の島、川崎大師、鶴川の白

洲次郎の武相荘、小石川植物園、鎌倉等々、本

当にいろんな処を、話上手な松本先生の解説付

きで案内をして戴き、良い思い出となっており

ます。　

　散歩の会の報告書の添え書きにこんな事が書

かれております。

　『月に 1 回「一日の閑」を楽しむ「日曜散歩」

の行事が、同好の会員諸氏のご参加を得まして、

無事に終了いたしました。有難く御礼申し上げ

ます。

　この一年の問には、あいにくと雨の日、風の

日にあたった月もございました。また、夏の暑さ、

冬の寒さの日もございましたが、四季の移ろい

を感じつつ、宮沢賢治の詩にあるごとく、文字

通り「雨ニモ負ケズ　風ニモ負ケズ　雪ニモ夏



– 5 –

ノ暑サニモ負ケズ」に一回の休みもなく無事に

実施いたすことができました。

　後半からは、この催しを伝え聞かれた旧知の

方々から、是非一緒に連れて行って下さいとの

お申し出があり、お断わりする理由もなく、一

層賑やかになりました。

　神社、仏閣、史跡を探訪し、文化や自然等に

触れ、知識と教養を高め、そしてまた、ご参加

の皆様と昼食、座談と、時には大らかに悠々と

昼酒など楽しみましたこと、良き思い出となり

ました。』とあります。

　もう、このような散歩の会は誰にもまねので

きない、松本先生ならではのことと思います。

　最後に冒頭のパーティーで、先生に一つ質問

をいたしました。それは「先生、人生は運でしょ

うか、努力でしょうか」と、しばらくして、松

本先生曰く「半々でしょうね」と言われました。

それが最後の言葉です。

　天国で、杖をついて悠々と散歩されているご

様子が浮かんで参ります。謹んでご冥福をお祈

り申し上げたいと思います。

○ 太田　勝典
　松本理事長は私たちに

とって人生においても、

ロータリーにおいても大

きな影響を与えてくれた

先輩であったことは、今

さら申し上げる事でもあ

りません。

　優れた教育者としてのお話は、他の方にお任

せするとして、私からは先生の別の面からの話

をさせていただきます。

　20 年ほど前のことですが、家庭集会のあと、

先生をご自宅まで車でお送りしました。神奈川

区七島町の高台にある大きな邸宅でした。偶然

ですが、先生の数軒隣は、私が以前勤めていた

日産自動車の、同じ課の女性の家でした。彼女

の事は松本先生ご夫妻も、幼い頃から良く知っ

ていたそうです。悪いことはできないものです。

（別に悪いことはしていませんが）

　２ヶ月程前の事ですが、当時の日産の同期仲

間との飲み会の話の中で、新たな事実がわかり

ました。彼女は、日産の関連会社の優秀な出向

社員と結婚しましたが、その関連会社とは、当

クラブの吉野会員が設立した横浜機型の会社で

した。吉野さんは社長として、当時結婚式に参

列していたかもしれません。内藤さんと申しま

すが、吉野さんが例会に来られた時には聞いて

みようと思っています。

　私も日産では横浜機型で作られた木型の検査

を仕事としておりました。RC に入って吉野さん

との偶然の出会いを知ったわけです。人は、細

い赤い糸で結ばれていると言われますが、松本

先生、吉野さんと私が、このような細い赤い糸

で繋がっていたことは、50 年近くたってわかっ

た事実です。

　以前松本先生が、私の妻のことを「そのスジ

の人ですか？」と聞かれたことがあります。そ

のことを妻に話したところ、それはどういう意

味かと返されました。私は、先生に直接聞いた

らどうかと、答えておきました。その後、当ク

ラブのクリスマスパーティーの席だと思います

が、松本先生に妻は笑いながら、直接尋ねました。

「先生、そのスジとはどういうスジですか ?」と、

突然の詰問に、先生も不意打ちをくらったよう

です。赤面したしどろもどろの先生を、私は遠

くから眺めていました。

　先日のお通夜の時、以前当クラブの会員でし

た漆間ご夫妻が参列されておりました。奥様と

妻は、15 年程前、大阪で開かれた「RC 世界大会」

の話をしておりました。当時当クラブからも 15

組ほどの会員夫妻が大会に参加しました。開会

式だけ参加して、その後京都、近江地方の名所

を松本先生が案内してくれました。私には小さ

な寺の庭のすばらしさが今でも印象に残ってい

ますが、妻たちは近江牛のおいしさが一番の思

い出だったようです。漆間家では今でも、その

店から近江牛を取り寄せているそうです。「それ

に比べて太田家では…」と妻は嘆いておりまし

た。

　17 ～ 18 年前の会合の帰りに、松本先生、佐々

木監督、土谷さん、北村さん達と、福富町へ繰
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り出しました。松本先生の、あの目を細めたお

だやかな顔と豊富な話題は、女性たちに人気が

ありました。女性たちが、先生のあの長いアゴ

髭を、細かく時間をかけて三つ編みに仕立てま

した。先生はごきげんで、そのままタクシーで

ご帰宅されましたが、翌日あの三つ編みはどう

なったのでしょうか ?

　大学の理事長という立場でもありながら、先

生には私達のレベルにも常に合わせていただき

ました。例会の時は、後席の一番隅に座られ、

背筋を伸ばして目を閉じて卓話を聞いていた松

本先生がなつかしく思い出されます。先生のご

冥福を、心よりお祈り申し上げます。

○湯澤　和人
　皆さんこんにちは。本

日はお招きいただき誠に

有難うございます。

　松本先生を偲んでとい

う事ですが、思い出が多

過ぎて 5 分や 10 分では

話しきれません。今日は、

新聞の切り抜きを持参い

たしました。

　全国の郵便局巡りをしている横浜市の学校法

人理事長の松本良彦さんのグループ８人が豊岡

市を訪れた。松本さんのモットーは「一郵便局

一万円」　豊岡は 779 ヶ所目でいい旅の思い出

になりますと話した。松本さんの郵便局巡りは

約 20 年。その前には東北地方を中心にこけし集

めを趣味にしていたが、数が増えると置き場所

にも困り、旅行先の郵便局で旅行貯金を始めた。

現在は同好の仲間も増え、最近ではグループで

親睦旅行を兼ねて郵便局めぐりをしている。

　「郵便局めぐりは訪問先の有人局の日時も刻印

されるので、旅の日記代わりにもなりますよ」

と楽しそうに話した。（*産経新聞より抜粋懐）

　懐かしい思い出の一部でしたが、又機会があ

りましたら、今度はじっくりとお話させてくだ

さい。

○安藤　達雄
　松本先生には大変お世話になりました。先生

は若い頃は文学青年だったと聞いております。

日曜散歩を毎月１回、前もって調査してパンフ

レットを作成し配布して「誰でも参加してくだ

さい」として学校の父兄、ロータリアン及び家

族が 15 ～ 40 名ほど集合し、先生の引率で東京

の名所旧跡を巡りました。先生は「千社札」を

２種類持参され人目を避けて神社仏閣の柱や梁

に貼ってくるのでした。初めて見た時は色々な

趣味があるものだなと感心致しました。

　こけしの収集マニアでもあられました。尾瀬

沼へ行った時は、私たち夫婦と義弟夫婦及び長

男家族４名で参加し、沼山峠の休憩所前での集

合写真が手元に残っています。私は数えきれな

いほど何十回も参加致しました。

　「悠遊郵の会」は、それから漆間さんに誘われ

て参加するようになりました。先生の都合で夏

休み、７月末から８月初旬にかけて３泊４日の

デラックス旅行でした。真夏の暑い盛りに汗を

拭きながら郵便局を探し求めて歩きました。一

番印象にに残っているのは、東北の銀山温泉か

らの帰途、バス終点で降りて石山田の郵便局へ

行った時のことです。局長が挨拶に出てこられ

西瓜を御馳走になりました。これぞ旅の醍醐ミ

でした。松本先生、湯澤さん、矢田さん、新川

さん（お父さん）、岡田さん、望月さん、漆間さ

んと私の８名のメンバーでした。松本先生、30

余年にわたる楽しい旅行を本当に有難うござい

ました。

エピソード①

　関内で偶然にお会いした時「どちらへ」とお

尋ねしたら「学校のお金を 20 億程預かっている

ので減らさないように証券会社へ行くんです」

と仰っておられました。

エピソード②

　こけしが沢山溜まり過ぎて置き場所がなく

なったので近所のマンションの一室を借りて移

し、夕食が終わるとそちらへ行って好きなこと

をしているのですよ。

エピソード③ 70 歳を過ぎてから突然宴会の際に

大切なものをチラつかせながら踊っておられま

した。堅物と思っておりましたが、案外柔らか
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い面もお持ちなのだなと驚いたことがあります。

　結び

　お話は上手だし、話題は豊富だし、卓話者が

いない時は先生にお願いすれば快くお引受け下

さいました。我が横浜旭ロータリークラブにとっ

て貴重な方でした。ありがとうございました。

☆この他に、元会員笛田喜代司さん、関口会員、

太田幸治会員が松本先生を偲んで、思い出を語

られました。

■「横浜旭ロータリークラブ細則」、「理事選
挙手続き」の改正のための例会における議事録
　定足数 12 名以上の 26 名の出席があるので、

例会における議事は有効に成立した。

・第１号議案　

　横浜旭ロータリークラブ細則第３条第４節

　と第５節を改正案のとおり改正する件

　議長が提案理由を説明し、その賛否を諮っ

　たところ、全員賛成で、３分の２を上回る

　賛成があったので、本議案は承認された。

・第２号議案　理事選挙手続きを改正案のと

　おり改正する件

　議長が提案理由を説明し、その賛否を諮っ

　たところ、全員賛成で、３分の２を上回る

　賛成があったので、本議案は承認された。

・第３号議案　横浜旭ロータリークラブ細則

　第６条第２節を改正案のとおり改正する件

　議長が提案理由を説明し、その賛否を諮っ

　たところ、賛成 22 名、反対 3 名、棄権 1 名

　で、３分の２を上回る賛成があったので、　

　本議案は承認された。

　以上をもって全ての議案の審理を終えた。

承認された改正規定は、下記のとおりである。

　　　　　　平成 27 年５月 27 日議長（会長）

■次週の卓話
　　6/10 ㈬     職業卓話　
　　　　　      佐藤　真吾会員　                  　　
　　　　　　　　     週報担当　桜田　裕子

　　　　　　　　　　 

第４節 第４節　

第５節

現 行 細 則 改正細則

第３条　選挙と任期 第３条　選挙と任期

附則

第２節 第２節

第６条　入会金と会費 第６条　入会金と会費

　副会長、５名の理事、幹事、会計および会
場監督の任期は、選挙された直後の７月１日
から１年間とする。

　会費は、ＲＩ人頭分担金、｢ザ・ロータリア
ン｣誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地
区人頭賦課金、他のロータリーまたは地区の人
頭賦課金、そのほかのクラブ資金で構成される。
クラブ会費は年額２６万円（年会費）とする。
会費は理事会により定められたクラブの方針に
従って支払うものとする。

　副会長は、選挙された直後の７月１日から会
長ノミニーを務めるものとする。

　５名の理事、幹事、会計および会場監督の任
期は、選挙された直後の７月１日から１年間と
する。

　会費は、ＲＩ人頭分担金、「ザ・ロータリア
ン」誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地
区人頭賦課金、他のロータリーまたは地区の人
頭賦課金、そのほかのクラブ資金で構成される。
クラブ会費は年額２８万円（年会費）とする。
会費は、理事会により定められたクラブの方針
に従って支払うものとする。

　第３条第４節、第５節および第６条第２節の
改正規定は、平成２７年７月１日より施行する。

横浜旭ロータリークラブ細則
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第４節 第４節　

第５節

現 行 細 則 改正細則

第３条　選挙と任期 第３条　選挙と任期

附則

第２節 第２節

第６条　入会金と会費 第６条　入会金と会費

　副会長、５名の理事、幹事、会計および会
場監督の任期は、選挙された直後の７月１日
から１年間とする。

　会費は、ＲＩ人頭分担金、｢ザ・ロータリア
ン｣誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地
区人頭賦課金、他のロータリーまたは地区の人
頭賦課金、そのほかのクラブ資金で構成される。
クラブ会費は年額２６万円（年会費）とする。
会費は理事会により定められたクラブの方針に
従って支払うものとする。

　副会長は、選挙された直後の７月１日から会
長ノミニーを務めるものとする。

　５名の理事、幹事、会計および会場監督の任
期は、選挙された直後の７月１日から１年間と
する。

　会費は、ＲＩ人頭分担金、「ザ・ロータリア
ン」誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地
区人頭賦課金、他のロータリーまたは地区の人
頭賦課金、そのほかのクラブ資金で構成される。
クラブ会費は年額２８万円（年会費）とする。
会費は、理事会により定められたクラブの方針
に従って支払うものとする。

　第３条第４節、第５節および第６条第２節の
改正規定は、平成２７年７月１日より施行する。

１０月（イ）

（ロ）

１１月（イ）

（ロ）

１２月（イ）

（ロ）

１０月の第一例会で会長は現理事役員

の他、５代前までの元会長を理事候補

者指名委員に任命します。

尚、その折、理事立候補者がいれば２

週間以内に申し出るよう伝えます。

（１０月の第一例会より２週間を経過

した時点で・・・）

理事候補者指名委員会は理事の選考に

入ります。

１１月第一例会までに指名委員会（委

員長は５代前の最古参の会長）は会計、

幹事を除く９名の理事候補者を指名し、

会長に報告します。

報告を受けた会長は年次総会の１週間

前の例会で、その９名の候補者名を発

表し且つ公示します。

会長は１２月の第一例会に催される年

次総会で、出席会員の承認をうけ、次

期理事が決定されます。

（定足数は会員総数の１／３、採択は

出席会員の過半数）

尚　年次総会修了後選ばれた理事９名

は、１週間以内に副会長を互選し、幹

事、会計および会場監督（SAA）を選

出します。

（実際には幹事、SAA、会計は次期会

長の指名によります。）

１０月（イ）

（ロ）

（ハ）

１１月（イ）

（ロ）

１２月（イ）

（ロ）

附則　

１０月の第一例会で会長は現理事役員

の他、５代前までの元会長を理事候補

者指名委員に任命します。

尚、その折、理事立候補希望者がいれ

ば２週間以内に申し出るよう伝えます。

１０月の第一例会より２週間を経過し

た時点で、理事候補者指名委員会（委

員長は５代前の最古参の元会長）は、

理事の選考に入ります。

５代前までの元会長は、副会長（会長

ノミニー）候補を選考し、理事候補者

指名委員会に報告します。

１１月第一例会までに指名委員会は、

９名の理事候補者を指名し、会長に報

告します。

報告を受けた会長は年次総会の１週間

前の例会で、その９名の候補者名を発

表し且つ公示します。

１２月の第一例会に催される年次総会

で、出席会員の承認をうけ、次期理事

が決定されます。

（定足数は会員総数の１／３、採択は

出席会員の過半数）

年次総会で選ばれた理事９名は、１週

間以内に次期会長が指名した幹事、会

計および会場監督を選出します。

この改正理事選挙手続きは、平成２７

年７月１日から施行されます。

横浜旭ロータリークラブ細則 理 事 選 挙 の 手 続 き
現　　行 改　正　規　定


