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国際ロータリーのテーマ
ロータリーは世界をつなぐ
（インスピレーションになろう）
2660 地区のテーマ
Stand By You
（～あなたと共に～）
池田ロータリークラブのテーマ
はぐくもう！
ロータリーの友情

ikeda-rc@amber.plala.or.jp

2018～2019 年度ＲＩ会長バリー ラシン
RI 第 2660 地区ガバナー四宮 孝郎
■会長 近藤 秀一 ■副会長 林 功
■副会長 奥村 昌也 ■幹事 名村研二郎 ■副幹事 橋本 昌也
■親睦委員長 北林 寛崇
■広報･会報担当 福林

2019-20 年 会長

近藤

秀一

皆様、お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。
今月は、会員増強月間です。会員基盤を成長させることは穴の開いたバケツ

慎二

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング

に水を注ぐのではなく、退会の根本原因を分析し、取り除くことにあるのです。

シェイクハンド

池田ロータリクラブでも、期の途中には会員が一時的に増えても、期末に多く

ゲスト＆ビジター紹介

の退会者が出て、残念ながら最終的には会員数の増加につながっておりませ

出席報告

ん。

会長挨拶

クラブにおいても純増○名という目標を期初に打ち立てることが多いの

幹事報告

ですが、実際には「新会員獲得」と「退会防止」に分けて考える必要がありま

委員会報告

す。今一度、職業分類制度を見直し、多様な会員を勧誘する必要があります。

ニコニコＢＯＸ

また近年、国際ロータリーで強調されています多様性・柔軟性を自クラブに

本日の卓話

合った形で取り入れることも新たな会員獲得につながると思われます。
退会者の中には高齢や転勤等の理由による方がいらっしゃいますが、その他
は残念ながら入会 3 年未満の会員に多いのが現状です。その退会理由として
「仕事の多忙さ」を第一に挙げられることが多いかもしれませんが、隠された

本日の卓話

理由としては「寂しさ」にあると思います。
ロータリーに入会していなければ出会うことのなかった人びととの「つなが
り」を得ながらロータリーを去って行かれることは、とても悲しいことです。
今年度は、メンバーとの友情をはぐくみ、退会者をださないように努めていき

「最近の私の病気
“正常圧水頭症”
について」

たいと思っております。また、会員の拡大においても先頭にたって努めていき
たいと思っております。
新しくつながった仲間に寄り添いましょう。そして新たな友人ができた喜び
を分かち合いましょう。

担当：北野

紀之

会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か
✤お祝い✤

✤幹事報告✤
（地区より）
① 2019－20 年度ロータリー国際大会
（ハワイ・ホノルル）
第 2660 地区 大阪ナイトのご案内

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
徳永 昭夫 会員

（近藤会長、名村幹事、吉岡国際奉仕委員長）
②2019-20 年度第 40 回大輪ゴルフ会開催
のご案内
（会員各位）
（池田井美術展運営委員会より）
③池田市制施行 80 周年記念
第 60 回池田市美術展表彰式ご臨席について

ポール・ハリス・フェロー
暮部 光昭 会員

（ご依頼）
（近藤会長）

✤ニコニコ BOX✤

✤出席報告✤
出席報告

永田

大介

会員

○会員数 30 名
○出席数 22 名
○出席率 75.86％
○前々々回 89.66％（7 月 10 日）
メーキャップ
田嶋也寸志（7/3

プログラム担当
ニコニコ 担当
近藤

徳永
吉岡

理事会）
林

暮部

幸田
宮田

伸明 会員
雅章 会員

秀一会長：本日はクラブフォーラムです。
林副会長、岸上委員長よろし
くお願いします。
昭夫会員：マルチプル・ポール・ハリス
フェロー賞を頂いて。
崇会員：先日 14 日、池田ＲＣゴルフ
同好会、優勝させていただき
ました。永田幹事、ご苦労様
でした。
功会員：卓話当番です。クラブフォー
ラム①よろしくお願いしま
す。
光昭会員：ポール・ハリスフェロー頂き
ました。

３ 好意と友情を深めるか
✤前回の卓話✤

４ みんなのためになるかどうか
・ロータリー・クラブは『標準ロータリー・クラブ定
款』に従って組織されている。

～クラブフォーラム～
「ロータリー情報、
特に定款・細則について」

・定款の条項には、クラブの名称、所在地域、綱領の
受諾がまず記載されている。
・会合、会員身分、出席、入会金、理事および役員
の役割に関して規定されている。
・国際ロータリーの規定審議会のみが標準ロータリ
ー・クラブ定款を改正できる。
・標準クラブ定款が改正されると、直後の 7 月 1 日に
改正を自動的に採択する。
・クラブの名称と所在地域は、クラブ例会の決議を経
て RI の承認を得て改正できる。
・『ロータリー・クラブ細則』は、指針として推奨さ
れているもの。

林

功

副会長

・RI 定款、RI 細則、クラブ定款と合致した内容で細
則を改正できる。
・クラブの細則は、採決の方法、委員会の任務、財務、
決議、議事の順序などのうちクラブ定款で取り上げ
ていない分野を含む。
・ロータリーの第１標語（Mottos）は、「超我の奉仕」
（Service Above Self）
・ロータリーの第２標語は、「最もよく奉仕する者、

岸上

宏司

ロータリー情報委員長

（林副会長より）
初めに、今回は、ロータリー情報、特に定款・細則
に光を当ててみることにしました。
規定審議会が今年４月に開催され、標準定款につい
て種々の変更案が１１７項目にわたって審議され、そ
のうち４７件が可決されました。
岸上ロータリー情報委員長が前回の例会で卓話を
され、そこでも話題にしておられましたが、ご無理を
お願いし、今回も基調講演をお願いすることにしまし
た。
（岸上委員長より）
現行の標準定款は、2019 年 4 月に規定審議会で決
定し 2019 年 7 月 1 日～適用された。

最も多く報いられる」
（One Profits Most Who Serves Best）2010 年修正”
they”が”one”と置き換えられた。
・ロータリー衛星クラブ Rotary Satellite Clubs とは、
ロータリークラブ設立のための手段のひとつで、本格
的な独立したロータリークラブとなるまでの短期間
の移行的形態です。正規のロータリークラブ設立に必
要な最低 20 名の創立会員がいなくても、衛星クラブ
を通じてロータリアンとなる機会が与えられる。
・ロータリーE クラブ Rotary E-Club とは、オンライ
ンで例会を開くロータリー・クラブで、6 年間の試験
期間を経て 2010 年 6 月 30 日より正式に国際ロータリ
ーの加盟クラブとなった。例会をオンラインで開くこ
とを除けば、基本的にほかのロータリー・クラブと変
わらない。

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」
《ワールド大阪ロータリーＥクラブ》
(英語表記: Rotary E-Club of World Osaka Japan) 大

(1)改正賛成説

例会前後２週間という枠に縛られ

ていては会員増強を見込むことは難しく、クラブに

阪府南部 お隣の 2640 地区に属しガバナー訪問もあ

入りやすくする工夫が要る。

る。（事務局：岸和田市）

←これに対しては、たとえば年度初めから毎回例会に

ロータリーE クラブは各地区に一つ割り当てられ、会

欠かさず出席し、メークアップが要らないだろうと考

員は、ロータリーが存在する国や地域ならどこに住ん

えていたところ、６月３０日の例会に急遽欠席するこ

でいても構わない。

とになった場合、メークアップができないことになる

・例会：少なくとも月２回開催しなければならない。

という不都合があるとの反論がありうる。

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

(2)改正反対説

ロータリーは、例会に実際に集うこ

含む国民の祝日が含まれる場合、またはクラブ会員が

とに意義があるので、メークアップの要件を緩めて例

死亡した場合、または全地域社会にわたって流行病も

会の実際の集まりが悪くなっても良いとするのはい

しくは災害が発生した場合、または地域社会での武力

かがなものか。

紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、例

←これに対しては、従来の規定のままでは、メーク

会を取りやめることができる。理事会は、それ以外に

アップがしにくいということで、そもそも入会をた

年４回まで例会を取りやめることができる。ただし、

めらう人が今後は増える可能性があるが、それに対

本クラブが３回を超えて続けて例会を開かないよう

応できるのかという反論がありうる。

なことがあってはならない。
・細則の定める年会費を納入しなければならない。
入会金無しもＯＫ

(3)折衷説 メークアップの期間を、たとえば１か月
あるいは２か月に設定してはどうか。

・再入会： 会員の会員身分が本節（a）項の規定によ

←これに対しては、その１か月あるいは２か月の計

って終結した場合、終結時におけるその会員の身分が

算が煩雑になりはしないかという反論がありうる。

瑕疵なきものであれば、同じ職業分類または別の職業
分類の下に、新たに入会申込をすることができる。

メークアップ規定改正に限らず、規定改正の問
題は、①これまでのロータリーの伝統と、②入会しや

（再び林副会長より）
今回の改正で特に重要なのは①メークアップ規定
の改正（当該例会の前後１４日以内→当該年度以内）

すく、退会しにくくするクラブ造りなどの変革とを、
どのように折り合いをつけるかという難問であるよ
うに思います。

②クラブ年次総会において予算と年次報告の発表を
求める改正③クラブ会員身分に関し公職に就いてい
る首長の入会を認める④同じく職業分類の人数制限
を廃止する、といった点です。
詳しくは、資料を配付しましたので、そちらをご覧
ください。
～メークアップ規定改正に関する意見交換～
改正賛成説、改正反対説、折衷説が会員から出され
ました。

以上

池田ＲＣのテーマ「はぐくもう！ロータリーの友情」

9 月スケジュール

義捐金ＢＯＸ
4

水

3147 回例会

9

月

3148 回例会

8月7日時点残高

池田くれはＲＣとの合同例会

8月21日分

（文化会館 18：30～）
11

水

休会（9 日の振替）

18

水

休会（祝日週）

25

水

3149 回例会

160,431 円
990 円

残高

161,421 円

ポリオプラス基金

8月7日点残高

2,019 円

8月21日分

626 円

残高

2,645 円

ニコニコ箱の累計
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

8 月 21 日現在

204,500 円

「我等の生業」
我等の生業さまざまなれど
集いて図る心はひとつ
求むるところは平和親睦
力むるところは向上奉仕
おゝロータリー
我等の集い
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

9 月 4 日（水）例会

「ダイハツ新車輸送の御紹介」
コメント：新車の工場から販売店
への陸・海・鉄道の旅

卓話者：宮本

隆 様

ダイハツ輸送（株）社長

担

当：福林

愼二

会員

