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第 1230回例会
・相模原 RAC 納会例会の案内

先週の夜間例会には、久し振りに松本会
員も出席され、お元気な様子にホッとしま

6／29（土）18：00 敦煌酒楼
登録〆切：6／22（土） 登録料：5,000 円

した。私達チャーターメンバーも高齢化が ・米山梅吉記念館創立 50 周年記念式典の案内
進み、若い方に入会して頂いてクラブを活
性化していかなければなりません。また、昨日は今年

9／14（土）14 時
登録〆切：7／末

度最後の会長幹事会がありました。1 年半に亘り清水

週報受領

AG の頑張りで、和気藹々とした会長幹事会でしたの

その他来信

で、
「もう 1 年位やっても良いかな」と言う方が多い中、
布野幹事が暗い顔をしていました。布野幹事は次年度

東レ研修センター＆記念館
登録料：10,000 円

相模原南 相模原グリーン
日韓親善会議パンフレット
ハイライトよねやま 231 号

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

会長として既に行動していますし、クラブの為に頑張

6／20（木）相模原ニューシティ※

ってくれるものと期待しています。齋藤幹事と共に皆

6／21（金）津久井

さんで盛り上げて行きましょう。皆さんのお手許に、

6／24（月）相模原柴胡※

青少年交換学生募集のパンフレットを配布しました。

6／25（火）相模原中※

このプログラムは意外と知られていませんが、青少年

6／27（木）相模原※

津久井中央

交換を経験した学生は、それなりの大学に進学してい

6／28（金）津久井※

相模原グリーン※

ますし、良い思い出が出来たと言います。殆どの学生
が、帰国後も ROTEX に参加し活動を続けています。8

相模原グリーン※

大和田園

ビジター＆ゲスト
加藤彩子 さん（不動産管理）

／3 に地区説明会がありますので興味がある方はご参

≪現・次年度会長幹事会報告≫

加下さい。次週で今年度が終わりますが、最終例会は

* 青少年交換次年度 HF への謝礼／月額 75,000 円

元ロータリアンの長谷川洋平さんの卓話です。脇ガバ

* ガバナー公式訪問(9／4)・AG 訪問(8／21)全員出席

ナーも彼を評価していて、大野 RC に再入会はどうか

8／21（水）例会 30 分、G 紹介、クラブ協議会

と言っていますので、お誘いしてみようかと思ってい

（各委員長は発表のため、必ず出席を！）

ます。皆さんご欠席なきよう、宜しくお願いします。

9／4（水）10：30 ガバナー・AG 打合せ
11：00 会長･幹事･地区委員他と会談

・2019-20 年度青少年交換(派遣)学生団結式開催案内
7／6（土）14:00 アイクロス湘南

出欠：6／28

12：30 点鐘

ガバナー卓話 30 分

13：30 点鐘後懇談会

・米山学友会「クリーンキャンペーン」のお知らせ
7／7（日）11:00 片瀬江ノ島駅集合

出欠:6／24

・2019-20 年度地区 R 財団セミナーの案内
7／13（土）12:30 アイクロス湘南 出欠：7／8
・第 15 回日韓親善会議参加登録のお願い

座間会長／森会員より退会届が提出されました。5 月
入会後 8 月迄は出席されていましたが、仕事の都合で
欠席が続いていました。臨時理事会で承認とします。
角尾会員／昨日、地区公共イメージ委員会に出席して

9／28（土）仙台国際センター 登録期限：7／末

きました。①卓話依頼は早めに連絡を。
（Rotary 周知、

登録料：20,000 円（晩餐会費込）

ポリオ等について可能）②カーフェスの評判が良かっ

プログラム広告掲載募集締め切り：7／16（火）

たので、実施する場合は早めに連絡を。

田所会員・布野会員／2019 年規定審議会報告会に出

できますが、きちんと監視していかなければなりませ

席しました。お手許の資料をご覧ください。4 月中旬

ん。19-96RI 理事会が決議審議会に緊急制定案を提案

に開催された規定審議会には、117 件の案件が提出さ

することを認める件、19-97 規定審議会の臨時会合を

れ、その内 47 件が採択されました。RI 理事会提案は

合理化して近代化する件、これらは RI 理事会が提出す

26 件、その内 22 件は採択されましたが、3 件は同一

る立法案は、3 年おきに開かれる規定審議会を待たず

主旨として撤回されたことを鑑みると RI 理事会提案

に理事会提案できるという事です。理事会の独断で立

はほぼ採択されたことになります。具体的には、19-37

法案を提出し、定款･細則が変えられるのではと言う危

クラブの会員身分に関する規定を改正する件、19-39

惧があるという意見もあります。19－101 欠陥のある

クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する件、

決議案の定義を改正する件、19-102 審議会の直接会合

この両案は、実質的に職業分類を廃止し、誰でもロー

の前に立法案の検討を許可する件、19-103 審議会の直

タリアンになれることを可能にする案件です。
「専門

接会合の前に立法案の検討を許可する件、これらは冒

職務」を廃した為に、極端に言えばアルバイトやパー

頭でお話した通り RI 理事会提案はすべて採択された

トタイマーでも会員になれると考えられます。19-35

という事です。クラブ･
地区から出されたものが、欠陥

欠席のメークアップに関する規定を改正する件、これ

のある提案として却下されている事が多々あり、その

までは前後 2 週間のメークアップが、1 年間（同年度

様なケースがこれから益々増え、RI 理事会主導の国際

以内）となり、7／1 の欠席は翌年 6／30 迄にメーク

ロータリーに変質していくのではないかと危惧する意

アップすれば良い事になりました。よって、次年度か

見もあります。19-117RI 理事会に RI の課税上の地位

らは出席報告は無くなるのかと思われます。杉岡 GE

を変更するための適切な措置を講じることを許可する

によると、ガバナー月信の出席報告は無くす方針だそ

件、この提案の表向きの理由は節税上、RI と R 財団を

うです。地区も混乱しており、基本的にはクラブがど

同等にしようという考え方だと思われますが、RI も財

う考えるかだと思います。直近で影響があるのはその

政が苦しいので寄付を募りたいという事です。RI の会

辺りだと思います。19-62 事務総長は国際ロータリー

員はクラブなので人頭分担金しかなく、RI の会員をク

の最高経営責任者（CEO）であると規定する件、これ

ラブ以外にも増やし、そこから寄付を集めようという

までは最高執行責任者（COO）でした。日本から修正

事です。実際に変わっている部分があり、我々が知ら

動議が出されましたが否決され、RI 株式会社（企業運

ない、知らされていないだけと言う事が多々あり、ク

営）になってしまうのかと危惧する声が上がっていま

ラブの自主性も蔑ろにされる可能性もあります。しっ

す。これまでの職業奉仕を標榜する日本のロータリア

かりした意見を持ち、監視していかなければ大変なこ

ンには意に沿わない結果となりました。19-66RI 細則

とになると、心あるロータリアンは危機意識を持って

から機関雑誌の名称を削除する件、公式雑誌ザ･ロー

臨んでいます。気概のある理事を育て送り込んで行か

タリアンが無くなり、基本的に購入義務も無くなるの

なければ、本来のロータリーの目的も蔑ろにされます。

かと思われます。ロータリーの友も購入しなくてよく
なるのか、既にデジタル化されているのでその方向に

自治会配布用チラシ、大野南･
上溝･横山は手配済。大

向かうのかと思われますが、未だ分かりません。19-72

野北は祭りと重なるため配布不可。各小学校全世帯分

ローターアクトクラブが RI 加盟を求められることを

持込済。運送費見積、谷口台 33,480 円、共和 30,240

明確にする件、RAC が RC として加盟認証することを

円、上溝も同程度。ホール打合せ 7 月下旬（先生方に

認めようという話です。
（加盟申請するか否かは RAC

日程調整依頼）式次第、来賓、役割分担（司会･受付･

の判断）19-82 人頭分担金を増額する件、今会員が増

誘導等）、記録係、早急に決定。飲料･弁当は各自持参。

えているのは途上国ばかりで、先進国は会員減少が続
いています。RI の財政が益々逼迫しているという意味

出 席 報 告

では増額せざるを得ない事は理解

スマイル報告
角尾彰央

会員

今年度累計

￥273,000

加藤彩子さん、本日はようこそ。ロ

ータリーに入るか否かは、あなた次第です。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

2名

6名

6名

0名

6名

50.00 ％

修正出席率
6／5 76.92

％

今後の予定 7/3(水)クラブ協議会【理事･役員･各委員長就任挨拶 】10(水)･17(水) クラブ協議会【ひばりの夢コンサート 】24(水)夜間例会

