
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

◎司会        若林 克昌ＳＡＡ・親睦委員長 

 

◎点鐘              宮本  誠 会長 

◎国歌「君が代」斉唱 

◎ロータリーソング「我等の生業」       

           菊池  敏ソングリーダー  

「四つのテスト」の唱和    

若林 克昌ＳＡＡ・親睦委員長   

◎お客様紹介           宮本  誠 会長 

 司法修習生           下山田 聖さん 

  

◎会務報告            宮本  誠 会長 

１）５月９日（月）臨時のグループ協議会がありました。 
次年度、2016－17 年度の青少年交換学生のホストクラブ

を確定する為です。順番としては狛江クラブですが、会員

減少と会員の高齢化でホストファミリーの受け手がなく、

他クラブの協力が求められていました。 
今日の時点でやっと第３ファミリーまで決まったようで

第４ファミリーが求められています。当クラブも覚悟して

おかねばなりません。今後の順番が決まっています。 
2017－18年度・調布RC、2018－19年度・稲城RC、 
2019－20 年度・i シティ RC、2020－21 年度・多摩グリ

ーンの順番です。 
２）昨日(１０日)、次年度の第６回目ガバナー補佐研修会

がありました。次年度各クラブ会長・幹事から次年度活動

計画に関する報告書の取りまとめなどを確実に行うため

の確認会議です。専らの話題は今回の規定審議会による定

款の劇薬的変化についてでした。大槻ガバナーエレクトは、

We Serve を主張する一派がロータリーから独立してライ

オンズとなり、ロータリーとしては大論争を経て、「決議

２３－３４」としての結論に至った経緯がある。それが、

さしたる議論も無く「We Serve」に流れて今日の事態に至

っている。今回のことは今一度「決議２３－３４」の精神

を吟味し、各クラブ・各ロータリアンが改めてマイロータ

リーを確立する機会ではないかとの認識を示されたと思

いました。 
◎幹事報告            入沢 修自 幹事 

配 布「ロータリーの友」5月号、ガバナー月信4月号、 

2016年度規定審議会によるクラブ定款他改定結果要約 

回 覧バギオだより、東京稲城RC会報、 

※ 熊本震災募金、当ｸﾗﾌﾞ合計71,000円は地区へ送付済。 

※ 委員長の皆さんは委員会活動計画を提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

◎次年度会務報告     小泉 博 会長エレクト 

１）本日18：30～ 第2回クラブ運営管理連絡会議 

２）本日18：00～ 臨時被選理事会  

３）5月18日例会後、通常の被選理事会を開催 

 

【 諸事報告 】 

◎“Ｗｈｏ ａｍＩ” 森本 由美  会報・記録委員長 

会報の裏面をご覧下さい。今年度特別企画「Who am I」

最終版を掲載しました。投票用紙にご記入の上、投票袋

にお入れ下さい。 

◎熊本大震災支援について報告    田村 豊 会員 

東日本大震災の時は被災地に医者がいない、薬がない、 

と言われました。東京都医師会としては様々に討議して

いましたが、4月末になってから熊本の方から要請があ

りましたので、トップバッターとして8名の医師、看護

師チームで阿蘇市民病院へ出向きました。災害医療チー

ムは全国から50チームが入りました。地元病院の方々

は、ご自身も被災されており、疲労困憊の状況でした。

看護師は仕事の仕方で共通語がありますので、スムース

に支援できました。その中で問題点もありました。ひと

つ気付いた事がありました。病院の中にある椅子に「ロ

ータリークラブ寄贈」と名前が刻まれていました。平素

の活躍を見た気がしました。 

 

◎出席報告       菊池  敏 出席奨励委員 

会員総数                31名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者       3名                             

計                22名 

出席率    22/27  =  ８１.４８％ 

第1189回例会（4/20）訂正出席率８９.６６％ 

第1190回例会（4/27）訂正出席率８３.８７％ 

◎ニコニコＢＯＸ   伊澤ケイ子ＳＡＡ・親睦委員 

 宮本  誠 久し振りですネー。 

 入沢 修自 湿気が面倒ですが お元気で！ 

 伊澤ケイ子 お久しぶりですネ。 

 菊池  敏 特に無し！！ 

 森本 由美 咳が治らなくて「がらがら声」になって 

       しまってます。助けて下さい。 
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例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
TEL  042-372-6463  FAX  042-372-6491 Eメール tamagrc@tamagrc.join-us.jp 
    

会長  宮本 誠 幹事 入沢修自  会報・記録委員長 森本由美 
副委員長 足立潤三郎 委員 大松誠二 菊池敏 小泉博 関岡俊二  
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/   海野榮一 吉沢洋景 
 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             
                                                                                                                              

お疲れ様でした。 



 村上  久 久しぶりです。 

 中谷 綋子 お久しぶりです。 

 齋藤 誠壽 ＧＷは楽しく過ごせましたでしょうか？ 

  杉山 真一 東グループゴルフコンペではべスグロ賞

でした。 

 澄川  昇 お久しぶりですね。 

 田村  豊 熊本に行って来ました。医師は余り気味で 

したが、ナースが活躍して地元の病院       

から感謝されました。 

 田﨑 博実 雨が降ってきましたね。 

 若林 克昌 熊本地震、早くおさまりますように祈って 

ています。 

 

本日の合計￥１４,０００ 

（累計￥８４６,９０４） 

 

 

 

【クラブ協議会】      司会 入沢 修自 幹事 

≪規定審議会について≫ 

◆開会               宮本 誠 会長 

小泉 博 次年度会長：規定審議会についてはこれまで

危険な内容である事はお話してきました。今回の件につ

いては本クラブ会則にも関わってこられた宮本会長に

お任せします。 

宮本 会長 ：規定審議会は3年に1度開催されています。 

配布の資料「2016年度 規定審議会

によるクラブ定款他改定結果要約」

は直接クラブ運営に関わる事を主に

掲載しています。 

1年かけて協議し、次々年度迄に細

則を改定出来れば良いと思います。 

今日は先ず重要点の解説と質疑応答です。 

義務規定、推奨規定、クラブ催促または理事会の裁量権

の拡大、ロータリーの活動指針、その他、です。 

義務規定 ①入会金の廃止。② RIの人頭分担金は  

2016-17年度～2019-20迄、年4ドルずつ増額する。 

③クラブ会計役員は理事会メンバーとする。 

④ ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰを正会員の資格として認める。⑤出席免除

の理由として、年令とロータリー歴の合計が85以上の

従来条件にロータリー歴20年以上の条件を加える。 

⑥出席免除の理由として子供の誕生による欠席を認め、

男女共、その期間を12ヶ月以上に渡って認める。 

推奨規定 ①理事会全ての会合の議事録は会合後60日

以内に全会員が入手すべきである。②クラブはCLPに基

づく５委員会を設置すべきである。即ち、クラブﾞ管理

運営委員会、会員増強委員会、公共ｲﾒｰｼﾞ委員会(広報)、

R財団委員会、奉仕プロジェクト委員会である。 

クラブ細則、又は理事会の裁量権の拡大 

①理事会はいわゆる祝日を含む週の例会を取り止める

事が出来る。②クラブは①を含む例会開催に関する規定

の定款に従うか、またはそれに従わない細則を採用する

事ができる。但し、月に2度の例会開催を最低基準とす

る。また次年度総会に関する規定は変更しない。 

③クラブはオンライン出席に必要なインフラを整備す

れば、オンラインによる出席を認める事は可能。 

④ MUを含む出席規定全般、会員身分終結規定全般に従

わない細則を採用する事ができる。⑤会員身分「本ｸﾗﾌﾞ

は善良さ、高潔さ、リーダーシップを身を以て示し、職

業上、又は地域社会で良い評判を受けており、地域社会、

又は世界に於いて奉仕する意欲のある人によって構成

されるものとする」その他の会員身分に関する規定は一

切削除。選挙により選ばれた公職の人も会員となる事が

できる。ｸﾗﾌﾞ細則により様々な会員身分を設定できる。 

ロータリーの活動指針 

① ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの目的(Purpose)を新設、定義する。 

本ｸﾗﾌﾞの目的は「ﾛｰﾀﾘｰの目的」の達成を目指し、５大

奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施、

会員増強を通じてﾛｰﾀﾘｰの発展に寄与し、ﾛｰﾀﾘｰ財団を支

援し、ｸﾗﾌﾞのレベルを超えたリーダーを育成する事。 

② 職業奉仕に「自己の職業的手腕を社会の問題やニー

ズに役立てる為に、ｸﾗﾌﾞが開発したﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに応える事

が含まれる」を追加。 

その他 

① RI理事会は100 ｸﾗﾌﾞ以上の地区、或いは会員1000

名以下の地区に対して再編の権限を持つ。 

② RIは各ｸﾗﾌﾞに出席率報告を求めないが、地区はそれ

を求める事ができる。 

◆規定審議会 閉会         宮本  誠 会長 

◎閉会の点鐘            宮本  誠 会長 

◎本年度特別企画「私は誰でしょう」最終版 

    

 
 

編集後記：「Who am I?」企画は７名のメンバーから秘蔵

のお写真を提供して頂きました。若かりし頃のご様子を

想像しながら編集しましたが、楽しいひとときでもあり

ました。もう少し企画を掲載するに従い、期待感を加味

して、コミカル漫画のように仕込む夢もありましたが、

次年度を楽しみに致します。ありがとうございました。 

             (今週の担当 森本由美） 

おめでとう！ 

い
ち
、
に
っ
、
さ
ん 

よしっ！ 
決まった・・ 

今はゴルフで体力づくり！ 


