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■会長報告　　　
○クラブ関係

１）グローバル補助金留学生候補の鈴木香織

里さんから辞退の申し出がありました。イギ

リスに紛争解決で派遣が決まっていました。

私の母が先日病院で膵臓嚢胞と診断され、今

後癌化する可能性が高いとのことで、継続し

て経過観察を続けならなくてはならなくなり

ました。また、マンチェスターのテロ事件を

受けて母が精神的に非常に不安定な状況に

なったため、直前にご辞退とさせていただけ

ないでしょうか。なお平和構築分野に貢献す

る目標は変わらず持ち続けていきます。との

メールをいただきました。

２）畠山重忠慰霊祭の案内が来ました。主催

は旭区観光協会、6/22 ㈭ 10 時～ 11 時 30 分、

慰霊祭は薬王寺、懇親会は鶴ヶ峰本町町内会

館です。連絡先は旭区役所地域振興課渡辺さ

ん、電話 954-6091

３）旭高校に昨日行きました。現在地域への

連携として、各クラブ独自で、防犯教室、学

習サロン、地域演奏会、復興支援活動、きず

なブック、地域清掃活動、川井地区防災訓練

への参加、地域夏祭りの手伝い等を行ってい

るとのことでした。インターアクトクラブ設

立には、もう少し時間がかかります、とのこ

とでした。

■司　　会　ＳＡＡ　安藤　公一

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　　　　四つのテスト

■出席報告

■本日の欠席者
福村

■他クラブ出席者
青木、北澤（横浜瀬谷 RC）

■ビジター
市村　茂夫様（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト
宋　　謹衣様（2015-16 年度米山奨学生）

■６月誕生記念祝

北澤　正浩会員　　　　　　6.12

本日の出席数         25 名

本日の出席率 　96.15％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    30 名
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２）細則規定改正委員会での懸案・確認事項

について臨時理事会での討議内容

〈懸案・確認事項〉

①理事会メンバーの数が偶数名（12 名）

② 5名の理事は慣例だと五大奉仕委員長

③ 理事エレク卜の補充

④情報集会がメークアップ対象の行事である

　か（定款第 12 条第 1節）

〈①と②について〉

・5 名の埋事のうち、クラブ奉仕委員長は副会

　長が兼務する事になっているので、残りの

　四大奉仕委員長を 4 名の理事として、11 名

　としたらどうか。

・現在の当クラブの会員数が 30 名、その内出

　席規定免除会員が 10 名。残り 20 名で理事

　が 11 もしくは 12 名というのはそもそも多

　いのではないか。クラブの実情に合ってい

　ないと考えられるので、5 名の理事を２名

　とし、五大奉仕委員長の中で、クラブ奉仕

　委員長以外の 2名とする。

〈③について〉

・理事エレクトの鈴木会員から退会届が理事

　会に提出されている。

　6/30 付で退会となると、現細則では理事エ

　レクトを補充しなければならない。

〈④について〉

・情報集会をメークアップ対象の行事とする

　事は、現定款と細則にはその規定が無い。

　新定款では、第 7 条「例会と出席に関する

　規定の例外」 で、定款第 12 条「出席」に従

　わない規定または要刊を細則に含めること

　ができるとなっているので、この規定から、

　理事会が承認した会合または行事をメーク

　アップ対象とする規定を細則に追加する。

３）細則改正案の説明

〈作成にあたっての基本方針〉

　現行の細則（2013 年手続要覧参考）と新し

い推奨細則（2016 年手続要覧）を照らし合わ

せ、推奨細則の内容を優先しながら、必要に

応じて現行の細則の条項を採用

第 1号議案—細則改正案

　資料—細則改正案・役員と理事の選挙の手続
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■幹事報告　　　
１）例会臨時変更のお知らせ

○当クラブ

日時　６月 28 日㈬最終例会　午後６時～

　　　会費 2,000 円

場所　仕立屋

２）当クラブ事務所移転

〒 241-0821

横浜氏旭区二俣川 1-37-3NUTS １階

　　　　　　　　☎　045-465-6702

　　　　　　　　FAX 045-465-6712

■元米山奨学生　宋さんより　　　　　
　横浜旭 RC の皆様、「ただいま」やっと実家

に帰ることができました。本当にうれしいで

す。これから、たまにお邪魔させて頂きます！

皆様どうぞ宜しくお願い致します。

■細則規定改正委員会　
　　　　　　　　　　　委員長　佐藤　真吾

○細則改正について

１）細則規定改正委員会のこれまでの流れ

委員長 /佐藤真吾

委員 / 市川慎二、関口友宏、増田嘉一郎

2/28 ㈬　

第 1回細則規定改正委員会

・2016 年規定審議会の変更事項の確認

・クラブで行ったアンケート結果の確認

・委員会内で上記の確認事項や今後の方針に

　ついて共通認識を図る

4/5 ㈬　

例会にて進捗状況の報告

・定款および細則の改正内容を現行のものと

　照らし合わせ、会員に説明できる資料づく

　りを行っている

・作成した資料とアンケート結果をふまえて

　草案を作成し、会員に報告する準備

5/18 ㈭　

第 2回細則規定改正委員会

・細則改正（案）の具体的な検討を行う

5/31 ㈬　

臨時理事会

・細則改正案を提出し、委員会で討議した際

　の懸案、確認事項を説明
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　き 2016 年規定審議会クラブ関係の主な決定

　事項

第 2号議案—経過措置案

　「新細則第 2条について、2017‒18 年度は理

　事を 12 名とする」

４） 細則改正までのスケジュール

5/31 ㈬　

臨時理事会に細則改正案を提出

6/7 ㈬　

例会にて、会員に細則改正案を書面で通知・

説明→ 10 日前

6/21 ㈬　

例会にて細則改正案について投票を行う

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

市村茂夫様（横浜瀬谷 RC）／会場が変更になっ

て初めてメークアップに伺わせてもらいまし

た。

青木　邦弘／瀬谷 RC 市村さん、昨年度米山奨

学生宋さん、ようこそ。佐藤さん、細則改正

委員会の皆様、有難うございました。田川さん、

今日は宜しくお願いします。

北澤　正浩／①田川さん、卓話宜しくお願い

致します。②誕生日祝いありがとうございま

す。

太田　幸治／①田川さんの卓話たのしみにし

ております。②前回休会しましたので、遅れ

ばせながら、横綱白鵬全勝での優勝を祝して。

５月場所の横綱土俵入りは横浜白鵬後援会の

化粧回しで通していました。会長が入院中は

力水を持ってお見舞い、現在自宅療養で、色々

の思いからのサインだと推察しました。

田川　富男／親睦に理屈は要らないとおもい

ますが、親睦フォーラムを開催します。寝て

て下さい。

市川　慎二／①田川さん、卓話楽しみにして

います。②妻に素敵な花が届きました。とて

も喜んでいました。③瀬谷 RC 市村さんようこ

そお越しくださいました。宋さん、ようこそ。

滝澤　　亮／①田川会員、RC 親睦活動フォー

ラム宜しくお願いします。②例会終了後、次

年度第２回クラブ協議会を開催いたします。

各委員長よろしくお願いします。

吉原　則光／梅雨入り間近か、本年度最終月

の例会です。田川さんの卓話楽しみです。よ

ろしくお願いします。

安藤　公一／①田川さん、卓話宜しくお願い

します。②世界卓球での日本選手の活躍に敬

意を表して。全仏オープンテニスでの錦織選

手の健闘を祈って。

二宮麻理子／田川さん、本日は宜しくお願い

します。

岡田　清七／①田川会員の卓話、親睦を楽し

みに聞かせていただきます。②６月最終例会

ですが予定があり出席出来ません。会長幹事

の皆さん、本当にお世話になりました。感謝

です。

関口　友宏／瀬谷 RC の市村さん、お久し振り

です。ようこそいらっしゃいました。

倉本　宏昭／①瀬谷 RC 市村さん、お久し振り

です。ようこそおいで下さいました。②宋さ

んようこそ。

後藤　英則／田川さん、卓話よろしくお願い

します。楽し味です。

大川　伸一／①少し前になりますが、二俣川

のスポーツジムで、某会員さんにバッタリ会

いました。健康寿命を保つために頑張ります。

②田川さん、本日の卓話を宜しくお願い致し

ます。

鈴木　茂之／みなさん、こんにちは。本日の

卓話田川会員、よろしくお願いいたします。

楽しみです。

斉藤　善孝／①市村さんようこそ。宋さん、

ようこそ。②田川さん、卓話宜しくお願いし

ます。

佐藤　真吾／①横浜瀬谷 RC 市村さんようこ

そ。②米山奨学生宋さん、ようこそ。③田川

さん卓話宜しくお願いします。

■卓話「親　睦」　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　田川　富男

　インターネット Q ＆ A を見て「ロータリー

クラブどんなクラブ」と言う問いに、宗教団

体、政治結社かなと、名前だけは聞いた事は

あるが、何をしているクラブかあまり知らな

い。多少、ロータリーに興味ある方でも世界
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的に奉仕活動をしている組織というのが一般

の方の認識ですが、間違いないとは思います

が、それだけでは無いのがロータリークラブ

です。

　元来、親睦自身が人の集まりであり内容は

個々で違いありますが、気の合った仲間が集

まれば全てが親睦です。世間一般では、なか

よし会、各サークル親睦会、同志会、同窓会、

企業内の融和などと色々な親睦がされていま

す。それは人と人との出会いの中では必要と

皆が思っていることです。

　それでは、ロータリアンにとっての親睦と

親睦活動の違いは有るのかが、今回の親睦

フォーラムのテーマです。

　ロータリークラブの原点から考えます。

　今から、さかのぼること 112 年前のシカゴ

市は、アメリカン・ドリームを夢見て、西へ

向かう移民たちの交通の要所として栄えてい

ました。時代の中では、法さえ犯さなければ、

いかなる手段を講じてでも多くの富を得られ

た者が成功者としてもてはやされる時代でし

た。金もうけの為なら手段を択ばないと言う

職業倫理の低下、信頼関係の欠如したシカゴ、

新天地に自由を求めて来た移民たちにとって、

決して住みやすい街とはいえませんでした。

その中に居たポール・ハリスは殺伐とした大

都会で、お互いに胸襟を開いて、どんなこと

でも語り合える友人を作りたいとの想いから、

ロータリーは生まれました。

　最初に制定された、シカゴ・クラブの約款

には「親睦の充実」「職業上の利益の向上」が

謳われています。会員のみの利益の向上を図

るために、会員同士の相互扶助を積極的に実

施していました。

　後には、国際ロータリー会長となったドナ

ルド・カーター氏の一言「社会的に何もしな

い団体に将来性も魅力もない」と述べました。

　会のステップ・アップを考えていたポール・

ハリスは、絶好のチャンスと思い、クラプの

約款を変更した。それは「親睦と奉仕」です。

　その内容については、後に決議 23-34 とし

て定めています。その中には、親睦活動と奉

仕活動の関係をも記載しています。この決議

も時代時代によって変化されている中でも親

睦に対する心は変わらずにいる。それは、親

睦を目的として発足したロータリーは、会員

同士の相互扶助による事業の発展を経て、事

業を健全に運営すると共に対社会的に奉仕を

する組織に進化しました。

　奉仕理念の考え方には、「自己の存在を否定

して他人に奉仕する」「自己犠牲の奉仕」「無

我の奉仕」という高い次元の奉仕理念と説く

人もいますが、我らがロータリークラブは親

睦から発展したクラブの理念からも、NPO、個

人ボランティア等の活動とは違いのある奉仕

活動を目指していると思います。

　ロータリアンである以上、奉仕に対する心

は持って活動している方ばかりと信じていま

す。自分の個人的な見解で、災害に遭われた

方々には申し訳ございませんが、その原点に

は親睦を通じて奉仕を良い意味で、奉仕を楽

しく活動するのがロータリーでありロータリ

アンでもあります。

　ただ、一人一人のロータリアンには色々な

面からも、限りがありますが、親睦を通して

持続的な奉仕の活動が生まれると信じます。

　ロータリーはより良い奉仕をする事を目的

に親睦活動をしているクラブです。

■次週の卓話

　6/21 ㈬　「この一年を振り返って」　

　　　　　青木邦弘会長 

　　　　　北澤正浩幹事　　　　　         

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正


