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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 3名 会員 24名 

欠席 4(免除者 1名) 出席率 86.96％ 

前回の修正出席率 91.30％ 前々回の修正出席率 90.91％ 

 

 

会 長 挨 拶 

会 長 山本 明峰  

幹 事 石倉 幸久 

第 ２４９４回 例会 
平成２５年６月１４日（金） 
天候 曇り 
合唱 それでこそロータリー 

四つのテスト 

副会長 佐藤泰文 
本日は会長がお休みですので、渡邉会長エレクトにかわ
りに挨拶をお願致します。 

             会長エレクト 渡邉久恭 
本日は 
立山ロータリークラブ会長エレクト 大辻進様 
鈴木悌介ガバナー補佐 
井島誠行ガバナー補佐エレクト 
お忙しい中お越しくださいまして誠に有難うございま
す。 
先日６月１０日（月）に藤沢産業センターで行われた、
２０１３年規定審議会採否結果についての説明会に行っ
てまいりました。松宮ＲＩ理事と山地規定審議会代表議
員が説明してくださいました。当初この説明会で変わっ
た事をクラブの活動計画書に入れようと思っていました
が、まだ決定では無く、手続き要覧が出てからだそうで
ほっと致しました。当日いただいた資料を皆さんにお配
りさせて頂きました。 
本来であれば、私が説明するところですが、よく分かっ
ていらっしゃる、井島ガバナー補佐エレクトから抜粋し
て説明して頂きます。井島様宜しく、お願い致します。 
井島ガバナー補佐エレクトより 
Ⅰ.クラブ運営 
13-02 クラブ幹事を理事会のメンバーとするよう規定す
る。 
「要旨」標準ロータリー・クラブ定款、第 10 条、第 4
節では、幹事はクラブの理事会のメンバーであっても、
またはそうでなくてもよいと定めているが、今後理事に
入れる。 
13-03クラブ役員に関する規定を改正する件 
「要旨」役員に副会長、SAA を含めることができる。ク
ラブによっては理事会の規模を縮小する場合、副会長ま
たは SAA を役員または理事会メンバーとしないことも出
来る。 
13-08元クラブ会員の２回目の入会金を免除する件 
同一クラブへの再入会の入会金を免除 
「要旨」クラブ理事会が再入会を認めた元会員の 2 度目
の入会金は免除する。 
Ⅱ.出席 
A出席規定 
13-12出席規定に奉仕の要件を含めるよう改正する件 
クラブの奉仕活動参加を出席要件とする 
「要旨」若い会員候補者は、人道的分野等での奉仕活動
に積極的に参加したいと望んでおり、このようなプロジ
ェクトへの参加を例会出席とみなすように、クラブ定款
を変える。例:12時間の奉仕は、例会への 50%出席に相当
するものとみなす。また、E クラブの出席要件にも対応
する。 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

13-22出席規定の免除の規定を改正する件 
「要旨」病気による欠席は理事会で 12カ月以上認める。
病気による欠席は出席率の計算に含めない。 
13-23出席規定の免除の規定を改正する件 
出席免除の 65歳以上の年齢制限を廃止 
「要旨」出席規定の免除について、2010 年規定審議会
制定の、会員は 65歳以上でなければならないについて、
この 65歳以上の年齢制限を廃止する。 
13-28出席記録の算出に関する規定を改正する件 
9-3aの規定による欠席を出席の計算に入れない。 
「要旨」会員が慶弔のための欠席や悪性インフルエンザ
等の、不可避的な欠席については、理事会での承認があ
れば、出席率から除外できる。 
Ⅳ.会員 
13-43仕事をしたことがないひとまたは仕事を中断して
いる人を正会員として認める件。 
「要旨」RI 定款では、仕事をしていることが、ロータ
リー・クラブ会員となる資格条件の一つであるとされて
いる。しかし、クラブに参加し、知識、経験、人脈を共
有することのできる人材を会員として勧誘する。 
Ⅴ.地区 
Ｂ.会合 
13-58「地区協議会」という言葉を「クラブ・リーダー
シップ研修セミナ‐」に変更する件 
「要旨」「協議会」は、地区研修協議会に変更する。 
Ⅵ.ロータリーの綱領、奉仕部門、年次テーマ 
13-69第五奉仕部門を改正する件 
第 5項の新世代奉仕を青少年奉仕に変更 
「要旨」2010 年規定審議会における当初の立法案は第
五の奉仕部門の名称として「青少年奉仕」を創設するも
のであり、青少年プログラムの対象となるグループを具
体的かつ正確に表現するものであった。このように変更
する。 
Ⅷ.ＲＩ 役員と選挙 
13-90「ガバナー・デジグネート」の肩書を新設する件 
「要旨」ガバナー・ノミニーとガバナー・ノミニー後継
者を区別するために、新たに「ガバナー・ノミニー・デ
ジグネート」の肩書を新設する。 
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幹 事 報 告 

立山ＲＣ会長エレクト 大辻 進 様  

今年１０月２０日、立山ロータリークラブ２５周年記

念式典及び祝賀会を予定しておりますので、その案内

を兼ねて湯河原ロータリークラブを訪問しました。多

くの皆様の   来立山をお願いします。 

第９グループガバナー補佐 鈴木 悌介 様 

一年間、大変お世話になりました。特にＩＭでは助け

ていただ きました。ありがとうございました。 

第９グループガバナー補佐エレクト 井島 誠行 様 

次年度ガバナー補佐を務めさせていただきます。一年

間宜しくお願い致します。 

西山 敦 君 ６月９日、五所神社奉賛会の総会が無事

終了しました。本年も ご協力よろしくお願い致しま

す。 

ガバナーエレクトより 

1．次年度地区米山奨学セミナーの日程について 

 開催日：２０１３年８月３１日（土）  

場所：藤沢産業センター 

2．米山学友会クリーンキャンペーンについて 

日時：２０１３年７月６日（土）１１時～ 

場所：片瀬海岸東浜 

3．次年度地区レベルのグローバル補助金への申請を

ラダック識字プロジェクトとしてロータリー財団へ

申請をすることになりました。地区国際奉仕委員会

のメンバーと一緒にこのプロジェクトに携わる実行

委員会を立ち上げて一緒に活動したいと思います。

各クラブから、委員会委員になる人の募集をしてい

ます。 

連絡事項 

商工会よりﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会のお礼状が届きました。 

スマイルＢＯＸ 

挨 拶 

ガバナー補佐 鈴木 悌介 様  
本日は一年間のお礼に伺いました。ガバナー補佐 
という立場で、このような席でご挨拶するのは， 
これが最後かと思うと寂しい気がいたします。 
 この一年間、特に IM ではホストクラブとして 
実行委員長をはじめ委員や会員の皆様に、大変お 
世話になり無事終了することが出来ました、感謝 
申し上げます。一年間本当にありがとうございま 
した。 
 
ガバナー補佐エレクト 井島 誠行 様 
次年度ガバナー補佐の井島でございます。今年度 
は小田原中ロータリークラブの会長をさせていただ 
いております。引き続いてのガバナー補佐という事 
で忙しく過ごしております。次年度は 7 月２６日が 
湯河原ロータリークラブのガバナー公式訪問との事 
で、すぐにお伺いする事になりますが宜しくお願い 
申し上げます。 

 

立山 RC 会長エレクト 大辻 進 様 
 本日は湯河原ロータリークラブの例会に出席さ 
せて頂き、温かく迎えて頂きまして感謝申し上げ 
ます、昨年は湯河原ロータリークラブの 50 周年 
おめでとうございます。2004 年に友好クラブの 
調印させていただきまして、今年立山ロータリー 
クラブも 25 周年を迎えることとなりました。 
10 月 20 日の記念式典は立山市内ではなく富山市 
内で開催させていただきます。湯河原からも大勢 
の皆様が出席くださるとの事、大歓迎でございま 
す。立山ロータリークラブも一時 40 名を数えま 
したが現在 24 名となってしまい、クラブの存続 
に悩んでおります。そこで 25 周年を期に近隣の 
2 クラブと合同で、各々のクラブの自主性は尊重 
しながら、卓話の交換や、会員増強の話、奉仕活 
動など一つのクラブのように一緒に活動していき 
たいと思っております。また前年度地区補助金を 
頂き 3 クラブ合同で立山アルペンルートの外来種 
《西洋たんぽぽ等》の駆除を行っておりますが、 
これも是非続けて行きたいと思っています。25 周 
年に向けていろいろ考えている最中でございます。 
 前日は富山市内にホテルも用意してありますし、 
前夜祭として富山湾の真珠といわれます、白エビの 
料理も専門店でご賞味頂く事になっております、皆 
様のお越しを心からお待ち申しております。本日は 
本当にありがとうございました、宜しくお願い申し 
あげます。 

出席について          浅田 真隆 君 

 よく皆様から、出席免除に成った事だし病院を抜 

け出してまで出てくることは無いんじゃないのと言 

われます。私が当クラブに入会させて頂いた頃は、 

出席率 100 パーセントが何年も続いており、長老の 

方々に例会に出席するか、メークアップ出来ないの 

なら辞めるようにといわれました。当時私は 35 歳の 

働き盛りであり遊び盛りでしたから、一週間のメーク 

アップ期間では厳しいことも有りました、いつも前日 

ぎりぎりになり木曜日例会の小田原中ロータリークラ 

ブさんにお世話になっていました、小田原中クラブの 

例会場は当時銀行の 2 階でやっており、車が止められ 

ずいつも路上駐車でひやひやしながら例会に出ていま 

した。また普段の私の仕事着は作業服ですので、遠く 

に何日も仕事に行くときは背広を持って出かけ、近く 

のクラブでメークアップしていました、こんなことが 

30 年も続きますと例会を休むのが惜しくなり現在まで 

続いているわけであります。この間最大の危機は 3 年 

半前に心筋梗塞で倒れ順天堂病院にヘリコプターで搬 

送された時ですが、運よく 12 月と言う事も有り休会 

が 2 回あり、1 回だけメークアップすればよく病院を 

抜け出して出席してまいりました。これからも出席は 

義務ですから 100 パーセントを続けて行きたいと思い 

ます。 

卓 話 


