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西 迫　　哲
常 磐 重 雄
十 亀 健 志
森 住　　等
石 村 哲 也

2016～2017　国際ロータリー会長　ジョン・ジャーム

人類に奉仕するロータリー

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　中和信治君（30日）

＊会員誕生日
　髙橋伸一郎君（31日）
　市川信也君（2月1日）
　松原貴樹君（2月4日）

＊夫人誕生日
　前田賢一君
　（淑子夫人2月6日）

＊結婚記念日
　建部卓也君（2月2日）

点鐘　…西迫　哲会長

斉唱　…それでこそロータリー

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・2017-18年度のテーマ　『ロータリー：変化をも

たらす』
◎大和RC　より

・創立五十五周年記念式典のご案内
平成29年3月12日(日)　11：30 ～

小田急ホテルセンチュリー相模大野
◎海老名欅RC　より

・IM受付についてのお願い
◎厚木中RC　山崎様　より

・3クラブ合同賀詞交歓会写真
◎オクトン　より

・2017年2月以降の商品貼付ロゴについてのご連絡

幹事報告

◎週報
・相模原南RC

委員会報告

◎新世代奉仕委員会
ティーボール

◎ゴルフ同好会
4/15（土）ゴルフコンペ

スマイル

山口巖雄君
すっかり休養を取らせて頂きました。これからは、元
気を取り戻しましたので頑張ります。又、入会記念を
頂き、初心を思い出し頑張ります。

本多正彦君
入会記念に誕生祝いに感謝します。ようやく入会満
30年ですが、満82才となり益々皆様に御迷惑をお掛
けしますが、よろしくお願いします。記念に米山奨学
金に若干寄付させていただきます。

前田賢一君
事業所開設祝いをありがとうございます。創業49年
となりました。50周年に向けて頑張ります。所用の
為、早退させて頂きます。

常磐重雄君
いよいよ2/10日に本厚木支店をオープンいたしま
す。皆様には改めてご案内を差しあげますが、当日、
お酒や軽食等を用意してますので、お気軽にお立寄
頂ければと思います。

髙橋　浩君
結婚記念日お祝いありがとうございました。

十亀健志君
妻の誕生日のお花ありがとうございます。28日土曜
日に久しぶりに2人で出掛けようと思います。

滝澤　勇君
先週入会祝いをいただきました。ありがとうござい
ました。お陰様で9年目に入りました。

第2732回例会（1月24日）☆司会　小林　透SAA

今日の例会（2017 年 1 月 31 日）

「職業奉仕について」
担当：髙橋　宏君

講師：小泉隆一郎様（伊勢原RC）

次回の例会（2017 年 2 月 7 日）

「平和と紛争予防」
担当：米山尚登君

講師：特定非営利活動法人国連UNHCR協会 中村　恵様
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例会 「クラブフォーラム」

担当：研修リーダー　柳田純昭君

今日のお花

紅梅（壽永純昭君）

16年規定審議会結果の運用とこれからのロータリー
「柔軟性」という「例外規定」の導入
　例会と出席に柔軟性を認める件
　会員身分(職業分類)に柔軟性を認める件
提案理由
　クラブに柔軟性を認めないと、今後会員基盤の縮小と高

　　齢化が続く可能性があり、会員減少に歯止めがかけられ
　　なくなるほど、極端な会員構成となる可能性がある。

　試験的プロジェクトによるパイロットクラブでの結果
　　が良い。

　毎年会員身分終結の8 ～ 9％は、出席要件を満たせない。
●国際ロータリー定款の改正により
会員身分に関する規定の例外
全般的条件：善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上または地域社会で良い評判を受け

ており、地域社会または世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとするとされ、ロー
ターアクターまたはロータリー財団学友も正会員となることが出来る。

●国際ロータリー細則の改正による、人頭分担金の値上げ

●おもな改正点（新クラブ定款）
第8条　会合
第3節― 理事会の会合。理事会のすべての会合について書面による議事録が提供されるべきである。この議

事録は当該会合後60日以内に全会員が入手できるようにすべきである。
：新たに追加

第13条　理事および役員および委員会
第4節 ― 役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副会長を

役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監督も役員であるが、細則の定める
ところに従って、理事会のメンバーとすることができる。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席する
ものとする。

：会計・会場監督は理事会のメンバーでなくてもよい。
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第14条　会費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
：入会金の規定が削除。

●定款上変更はないが、柔軟性が出た主なのも

第7条　例会と出席に関する規定の例外
本定款の第8条第1節、第12条、第15条第4節に従わない規定または要件を細則に含めることができる。その

ような規定または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、クラブは少なくとも月に2
回、例会を行わなければならない。

：クラブ細則を変更することによって決定できる。

第8条　会合
第1節 ― 例会。［本節の規定への例外は第7条を参照のこと］
(a) 日および時間。本クラブは、毎週1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければなら

ない。例会は、直接顔を合わせるか、オンラインでの例会、またはこれらの方法では例会に出席できない会員の
ために、オンラインでつながる方法を利用できる。・・・・

：少なくとも月２回の例会を開催しなければならない条件はあるが、クラブの考えで変更できるし、顔を合
わせるかオンラインでの例会化も自由に選択できる。

(b) 会合の変更。正当な理由がある場合は、理事会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例会の前日までの
間のいずれかの日または定例日の他の時間または他の場所に変更することができる。

：理事会の決定で例会の変更が自由に出来る。

(c) 取消。例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、またはその週に一般に認められ
た祝日を含む国民の祝日が含まれる場合、またはクラブ会員が死亡した場合、または全地域社会にわたって流
行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会
は、例会を取りやめることができる。理事会は、本項に明記されていない理由であっても、1年に4回まで例会
を取りやめることができる。ただし、本クラブが3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはな
らない。

：月2回開けば1年に5回でも6回でも取りやめることが出来るし、ただし書きの3回の規定も変更できる。

第12条　出席［本条の規定への例外は第7条を参照のこと］
第1節 ― 一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている場合は衛星クラブの例会

に出席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に参加するべきものとする。会員が、ある
例会に出席したものとみなされるには、その例会時間の少なくとも60パーセントに直接またはオンラインの
つながりを使って出席するか、・・・・

(a) 例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日または後14日以内に、・・・・
(b) 例会時において。
：クラブによっては５０パーセントでも、もっと少なく、また例会の前後××日間と出来る。

第2節 ― 転勤による長期の欠席。
第3節 ― 出席規定の免除。次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
(a) 理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認

める権限を持つ。このような出席規定の適用の免除は、最長12カ月間までとする。ただし、健康上の理由あるい
は子どもの誕生、養子縁組、または里親となることにより・・・・

(b) 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、一つまたは
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複数のクラブで少なくとも20年の会員歴があり、・・・・
：ロータリー歴と年齢の合計を８５年以上にしなくとも、会員歴もクラブが決められる。

第4節 ― RI役員の欠席。
第5節 ― 出席の記録。
第15条　会員身分の存続
第4節 ― 終結 ― 欠席。［本節の規定への例外は第7条を参照のこと］
(a) 出席率。会員は、
(1) 年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出席率が少なくとも

50パーセントに達しているか、・・・・
(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席・・・・
(b)　連続欠席。会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第12条第3節

もしくは第4節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、クラブ理事
会は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通知するものとする。その後、理事会
は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。

：出席率も例会総数の比率も、あるいは連続欠席の会員に対し会員身分を維持できるようにすることもクラ
ブが決められる。

第10条　会員身分［本条の第2節および4 ～ 8節への例外は第9条を参照のこと］
第2節 ― 種類。本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。
：準会員、功労会員、法人会員などが作れる。ただし権利の行使にはＲＩに正会員として登録することが必

要。

第5節 ―二重会員。同時に、本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外の別のクラブにおいて、正会員になるこ
とはできない。いかなる人も本クラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持することはでき
ない

：ローターアクターに限らず、たとえば市長などが,ＡとＢのクラブの正会員でも、またＡクラブで正会員、
Ｂクラブで名誉会員にもなれる。

第6節 ― 名誉会員。
(a) 名誉会員の資格条件。
(b)  権利および特典。

第7節 ― 公職に就いている人。一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分
類の下に本クラブの正会員となる資格を有しないものとする。

：何々市長、あるいは市会議員、県会議員などの職業分類を名乗れる。

例外規定の採用にはクラブ細則の変更が必要。

１００年を過ぎたロータリーが、会員減少の危機感の中から出た、以上のような大きな変化をふまえ、これ
からのクラブには、クラブの活性化が重要課題

クラブの活性化とは、
「元気で明るいクラブ」：クラブ全員が参加して、お互いに協力しながら地域社会や国際社会で必要とされて

いるニーズにこたえる活動をみんなで、元気よく、明るく、前向きに行っているクラブを創る事。
〇活性化を促進するもの
・ロータリー精神の再認識（ロータリーの原点への回帰）
・委員会活動の活性化・親睦活動の充実
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・奉仕活動への積極的な参加の機会づくり
・既存会員の意欲向上
・新入会員の教育
〇活性化を損なうもの
・会員の減少
・例会のマンネリ
〇クラブの柔軟性
・会員数に応じた組織改革
・会費等諸経費の見直し
・例会時間・例会形式の検討
・研修計画（クラブを超えたリーダーの育成）
・前例踏襲は衰退の道（やめるべき習慣があるのか？）
・やる気を出すために全員を巻き込み、少人数グループでの話し合い
・クラブにふさわしい奉仕活動（効果のある広報活動、会員の意欲向上）

〇戦略計画
戦略計画を立て、それに沿って活動している地区やクラブは、より効果的に変化に対応し、未来に向けた計

画を立てることが出来ます。戦略計画のあるクラブは会員の満足度が他よりも高く、クラブが充実していると
感じる割合も高いことが調査で分かっています。

クラブや地区が将来に「こうありたい」というビジョンを描き、それに沿って目標と行動計画を立てるのが
「戦略計画」です。

ロータリーも１００年以上が経過し、時代の変化と共に大きく変わってきています。現在の変化に戸惑いの
あることも事実であり、「これではロータリーではないよ。」と言いたくなるような気もしますが、日本独特の
ロータリー感に浸っていて世界のロータリーの方向と離れていくばかりで良いのでしょうか？

我々厚木ロータリークラブも55年が過ぎ、メンバーも入れ替わり、世代交代も進んでいます。50周年記念例
会を経験していない会員が１/ ３以上にもなろうとしている中、厚木クラブのあり方や未来をじっくり見つめ
て、クラブの魅力をどのように創るか、クラブを元気にするにはどのようにするのか、会長を中心に、これから
の厚木ロータリーの進む方向を全員で考えていく事が大切だと考えます。

＊ロータリークラブ定款・細則は、国際ロータリー HPから　Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ　に入り、運営するに入り、
右側にある「関連資料」からダウンロードできます。

出席報告　＜会員 43 名、出席対象 41 名＞

1 月 11 日例会　　確定出席率 71.79％ 1 月 24 日例会　　出席 37 名　欠席 4 名　出席率 90.24％
＜事後メイク＞
　井上　聡君（1月13日／厚木県央RC）
　髙橋　宏君（1月13日／厚木県央RC）

＜欠席＞
　髙橋伸一郎君・髙橋　宏君・松原貴樹君・丸田隆弘君


