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本日の行事予定 (2016 年 6 月 24 日) 

第 3065 回例会 

≪納 会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3064 回 ’16 年 6 月 17 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 

ストレッチ体操 中村陽介君 
ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー 相羽あつ子君、寺島淳一君 
ゲ ス ト 入会予定者 山田公男さん 
会 員 総 数  66名    5月 27日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  50名    MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率  75.76％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告 相羽あつ子君、浅井彦治君、稲垣
宏高君、稲川明俊君、加藤則之君、田中正明君(次
年度会員増強委員会)、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、
山本達彦君、伊藤哲朗君、長田一郎君、伊藤彰浩
君（Ｒ財団委員会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 
昨日は雨の中、ゴルフ例会

に 16名の方に出席いただき、

メンバーの皆様お疲れ様で

した。プレー終了後、木曽路

でおいしいお肉とお酒をい

ただき大変楽しい時間を過

ごせました。篠田ゴルフ部会

幹事ありがとうございました。 

本日はクラブアッセンブリです。各委員長の皆さ

んに今年 1 年の活動報告をしていただきます。よろ

しくお願いします。また、各委員長の皆さんには 1

年間大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

本日は、3 年に 1 度開催される規定審議会につい

て話をします。 

規定審議会では、クラブや地区、理事会などから

提案された立法案の審議と投票が行われます。組織

としてのロータリーの運営について、ロータリアン

が意見を表明する場となります。2016年規定審議会

は、4月 10日～15日に米国シカゴで開催されました。

この審議会の正式な決定報告書は、2 カ月以内に各

クラブに送られ、My Rotary のウェブページにも掲

載されます。クラブは、これらの審議会決定に対し

て 2 カ月以内(2016 年 8 月 15 日)に、反対意思を書

面で提出することができます。有効投票の少なくと

も 5 パーセントが反対の意思表示をした場合、その

審議会決定は一時保留となり、事務総長が郵便投票

を行います。郵便投票で過半数の反対があった場合

は、決定が無効となります。それ以外の審議会決定

は、審議会閉会直後の 7月 1日より発効となります。 

今回の審議会は、柔軟性を増加する案件に多くの

注目が集まりました。一つは、クラブが月に少なく

とも 2 回以上の例会を行う限り、いつ、どのくらい

の頻度で例会を開くか、あるいは例会をキャンセル

するか、また何をもって例会とするかについて、よ

り多くの裁量をクラブに与えるものです。もう一つ

は、会員身分について新しい試みができる柔軟性を

クラブに与えるものです。これらの案件はいずれも

採択されました。 

代表議員はまた、RI定款から会員資格 6項目を削

除し、「職業上および地域社会でよい評判を受けて

おり、地域社会および世界において奉仕する意欲の

ある人」という簡潔な会員資格に変える案件も採択

されました。 

人頭分担金における年 4 ドルの増額は、増額また

は抜本的なコスト削減をしないと、2020年までに一

剰余金が必要レベルを下回るとする財務 5 カ年計画

を基に決定されました。この決定により、人頭分担

金は 2017-18 年度に 60 ドル、2018-19 年度に 64 ド

ル、2019-20 年度に 68 ドルに増額されます。それ以

降の年度の額については次回の規定審議会で討論さ

れます。グレッグ E. ポッド RI 副会長は、「現在の

枠組みを越えて、ロータリーの未来について考えな

ければならない」と述べ、人頭分担金による収入が

増加すれば、My Rotary を改良し、会員増強を支え

るリソースをクラブに提供し、クラブと地区の報告

を簡素化し、ローターアクターもウェブサイトを活

用できるようになり、変化する世界の標準に合わせ
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てシステムを修正することが可能になると説明しま

した。 

また、クラブ運営に影響する制定案として 

① 理事会議事録を 60 日以内に会員が閲覧できる

ようにする 

② 会計を理事会メンバーとする 

③ 例会は月に 2 回以上であれば自由に決定できる

（週に 2 回でもよい） 

④ 祝日の週は休会にできる 

⑤ 従来型のクラブでもオンライン（インターネッ

ト）例会ができ、E クラブも従来型の例会がで

き、E クラブと従来型のクラブの区別がなくな

る 

⑥ 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、

一つまたは複数のクラブで少なくとも 20 年の

会員歴があり、さらに出席規定の適用を免除さ

れたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通

告し、理事会が承認した場合 

⑦ 入会金の廃止 

⑧ 会員資格の緩和（一言でいえば善良でやる気が

ある人なら入会できる） 

⑨ 正会員の下に準会員や家族会員という会員身分

を作れる 

⑩ RI の人頭分担金の大幅値上げ（これまで年１ド

ル値上げが年４ドル値上げになる）などです。 

 他にもありますが、制定案は原則として今年の７

月１日から実施になります。 

次に、2016年規定審議会の決定報告書のメールの

一部を紹介します。「2016年版の手続要覧には、前

回版で黄色のページに含まれていたロータリーの組

織規定が収められます。手続要覧は 3 年ごとに刷新

されており、以前の白いページに収められていた情

報はすぐに古くなり、ロータリー章典と矛盾してし

まいます。このため、今後の手続要覧では、この部

分を含めないことが決定されました。新しい手続要

覧への移行にあたり、会員の皆さまが現行の方針を

参照できるよう、国際ロータリーではリソース一覧

を提供し、ロータリー章典を主要言語で翻訳してま

いります。ロータリー章典は rotary.org から見るこ

とができ、情報は、数カ月後にクラブ会長と地区ガ

バナーにお送りいたします」 

また、手続要覧の改正版は、早くても年末発行で

すからそれまでは暫定訳でクラブの定款細則を作成

して実行するしかありません。次年度浅井会長エレ

クトよろしくお願いします。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日はクラブアッセ

ンブリです。役員、理

事、委員長の皆様よろ

しくお願い致します。

会報用の原稿を 6 月

20 日までに事務局へ

提出してください。 

2. 本日、16時から津島東高校にてインターアク

トクラブ例会が開催されます。メイクアップ

対象事業です。その後ＦＭななみの取材があ

ります。服部青少年奉仕委員長に対応して頂

きます。 

3. 6月 18日（土）、名古屋東急ホテルにて地区

役員及び会長幹事懇談会が開催されます。三

谷会長、幹事の私が出席致します。 

4. 6月 20日（月）18時よりさかなや道場津島店

にてニコボックス、広報両委員会合同打上げ

が開催されます。 

5. 6月 21日（火）、浅井会長エレクト、田中幹

事エレクトが日永愛西市長を訪問されます。 

6. 6月 22日（水）、魚しまにて新旧合同理事会

が開催されます。 

7. 6月 23日（木）、桑名「日の出」にて西尾張

分区会長幹事会が開催されます。三谷会長、

幹事の私が出席致します。 

8. 次週例会は納会となります。弁当手配の関係

で来週欠席の方は本日中に事務局にお知らせ

下さい。 

 
ニコボックス報告 第 3064回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①入会予定者の

山田公男さんをお迎えして。②

本日はクラブアッセンブリです。

委員長の皆様よろしくお願いし

ます。 

滝川林一君 四国お遍路をして

おります。今年は 60年に一度の

申年の閏です。閏年は逆打ちの

年です。6 回目で 67 寺打ち終わりました。あと 2

回 9月で結願です。頑張ります。 

浅井賢次君 ①後わずか、例会頑張って出席しま

す。②早退します。 

寺島淳一君 ①本日クラブアッセンブリ、クラブ

奉仕小委員会の委員長の皆様よろしくお願いしま

す。②伊藤哲朗さんに美味しい食事とお酒をごち

そうになりました。（なかなか行けない料亭に

て!!） 

伊藤哲朗君 ロータリー財団、1 年間ご協力あり

がとうございました。来年ニコボックスよろしく

お願いしま～す!! 

後藤務君 孫の楽々（ララ）、ＡＫＢとＳＫＥの選

挙が明日発表です。 

鈴木吉男君 1924 年創立のナポリロータリーの

例会に出席してまいりました。PM9:00から始まり

PM10:30終了しました。 

中村陽介君 まだまだ不慣れですが、よろしくお

願いします。 

伊藤誠君 松崎先生にお世話になりました。 

山本達彦君 ロータリーgolf 優勝し、うれしくて

うれしくて。 
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篠田廣君 ゴルフ会に多数参加いただきありがと

うございました。 

安江正博君 昨日は楽しいゴルフ会でした。 

山田勝弘君 楽しいゴルフ納会ありがとうござい

ました。篠田先生ご苦労様。 

浅井彦治君 久しぶりに高木さんにニギリで勝ち

ました。 

水野憲雄君 ロータリーゴルフ打上げ欠席してす

みませんでした。 

余郷利彦君 ロータリーgolf の打上げ楽しかっ

たです。 

宇佐美三郎君 高木さんのご尊顔を拝しまして。 

伊藤幸蔵君 人生楽しいことばかりです。 

高木輝和君 クラブアッセンブリ早退し、八谷君

にお世話になります。 

大河内勝彦君 八谷さんにお世話になりました。 

吉田康裕君、児玉昭君 ウィークリーに写真が載

りまして。 

山田章博君、生田達一君、稲川明俊君、加藤則之

君 その他。 

 

≪クラブアッセンブリ≫ 

猪飼充利職業奉仕委員長 

 今年度は創業 930 年という

「堀田新五郎商店」での職場

訪問例会を開催しました。 

 

 

 

山田勝弘社会奉仕委員長 

昨年の 9 月 6 日に財団の補

助金事業として、祭検定の本

の寄贈そして祭検定試験を実

施し、無事に終えることがで

き、また 11 月 20 日の例会に

て、津島市、愛西市への図書の寄贈、そして彩雲

館への支援「エコキャップ」も例年通り行うこと

ができました。環境保全に対し、意識の向上、ま

た行動ができるよう、「津島まちや・まちなみ再

生機構」のご協力を得てお話をさせていただきま

した。会員、委員会メンバーの皆様のご協力のお

かげで無事終えることができました。ありがとう

ございました。 

 

幅辰雄国際奉仕委員長 

1. 下期は 4 月 13 日台北滬尾

ＲＣ創立 10 周年記念式典

に会員、夫人の総勢 18 名

が参加致しました。また、

翌日より観光とゴルフ組

に分かれて交流を深める

ことができました。 

2. 2016 年度ＲＩ国際大会は史上最高の 43,000

名参加者があり津島ＲＣは参加を見送りする

ことに致しました。 

3. 台湾南部地震の義援金を募る窓口となり多く

の会員より支援をいただきましたが、義援金

を送ることができませんでした。義援金はそ

の後、発生しました熊本地震の被災者の方へ

支援致しました。 

 

服部貴青少年奉仕委員長 

1. 昨年の 7 月

12 日と 8 月

16 日に開催

された第 15

回天王子ど

も塾「祭りを

学ぶ―津島

を学ぶ、津島

大好き大作戦―」、また 9月 6日の地区補助金

事業でもある「祭検定」や「能楽笛方の藤田六

郎兵衛さんを招いた講演会」も大成功に終わり、

皆様のご協力に感謝します。 

2. 津島東高校ＩＡＣの皆さんには地域のボラン

ティア活動に多くご参加いただき、また地区主

催の研修会や大会にも出席していただきまし

た。今年は新入会員が 15 名加わり、しかも 7

月のオーストラリア研修には 2 人が参加して

くれるとのことで、活躍に期待しています。 

3. 青少年交換事業では、中西里緒さんが 1年間の

留学を終えて 7 月 10 日にアメリカより帰国さ

れます。反対にマライアさんが 7 月 17 日にア

メリカに帰国します。ホストファミリーを務め

ていただいた篠田先生をはじめ、皆様にご支援

いただき本当にありがとうございました。 

 

伊藤哲朗ロータリー財団委員長 

地区から 4 回の例会のテーマ

をＲ財団でやってほしいという

依頼があり、それは、ロータリ

ークラブが国際的、社会的にど

ういう役割を担っているかを浸

透させたかったのでしょうか？ 

そのつなぎ手としては、ずいぶ

ん力不足だったと思います。1年

間、委員会を通じて学ばせていただいたことに心

から御礼申し上げます。 

 

稲垣宏高米山奨学委員長 

 今年度は米山奨学生にボル

ドバートル・ハンドさんの世話

クラブとして、私がカウンセラ

ーをさせていただきました。ハ

ンドさんには卓話もしていた

だきました。3月で終了し、打

上げを兼ねた送別会を行いま

した。 



     

 

- 4 - 

第 3065 回例会                                                               

寺島淳一クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会は各委員

会の委員長を始めメンバーの

皆さん方に自主的運営をして

いただきました。後は納会を

残すのみとなり、今年度を終

えようとしていますことを大

変感謝しております。クラブ

奉仕は、小委員会が 6 委員会ありますが私の記憶

ですと委員会開催が 5 回しか行われませんでした

ので、あまり私の出番がなく楽をさせていただき

ました。この 1 年間クラブ奉仕の 6 委員会のメン

バーが楽しいクラブ運営に努めてまいりました。

会員の皆さんが「ロータリアンでいてよかった」

と思っていただけたのではないのかなと思ってお

ります。あとは、納会を残すところとなりました

が、1年間ありがとうございました。 

 

山田章博親睦活動副委員長 

本日急遽堀田委員長が欠席

となりまして、委員長よりメ

ッセージを預かっております

ので代読させていただきます。 

本日はクラブアッセンブリ

に出席できず、大変申し訳あ

りません。1 年間親睦活動委員会の委員長をやら

せていただきありがとうございました。また、ク

リスマス家族会及び家族旅行ともに多くの皆様に

ご出席いただきありがとうございました。 

当委員会はそのクリスマス家族会と家族会の企

画、運営をメインでやらせていただきましたが、

クラブのメンバー、またはご家族の皆さんの喜ぶ

顔を想像し、そこにやりがいを感じながら、クラ

ブの皆さんのご協力のもと 1 年間無事努めること

ができました。 

また、副委員長はじめ委員会メンバーによく助

けられ、ベテランの住田委員には要所要所で盛り

上げていただきました。1 年間を振り返りますと

「今まで跳べなかったハードルが、気付いたらい

つの間にか跳べるようになっていた」そんな 1 年

でございました。とてもやりがいのある役職であ

ると思いますので、是非皆さんも親睦活動委員長

の依頼が来ましたら引受けていただければと思い

ます。 

 最後になりますが、今年度の締めの卓話を親睦

活動委員長としてやらせていただき、卓話講師の

辞退があったとはいえ、あれは失敗だったかもし

れません、大変失礼いたしました。いろいろあり

ましたが、1年間本当にありがとうございました。

今後とも皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

親睦活動委員会はメンバーが一丸となっ

て企画していただき、賛否両論あったと思い

ますが、1年間ありがとうございました。 

篠田廣ロータリー情報委員長 

 今年度新入会員の中村陽介さ

んを囲んで、先週勉強会をしま

した。彼は以前中津川ＲＣに 2

年間所属していて、ロータリー

を知っておられます。 

 また、ゴルフ幹事をしました

が、組合せにしても難しく、メ

ンバーに電話確認したり、大変

でした。1 年間協力していただき、ありがとうご

ざいました。 

 

ロータリー情報の篠田委員長には、マライ

アのホストファミリーもやっていただき、委

員会としては仕事がなかったと思いますが、

ＲＬＩの講師もされた篠田委員長にいつか

力を発揮していただけるかと思いますので

よろしくお願いします。 

 

大河内勝彦会場委員長 

 職業奉仕委員会の出張例

会、新年初例会等様々な思い

出があります。委員会メンバ

ーの後藤亨先生、児玉昭先輩、

矢田先輩、片岡鉄さん、飯村

理副委員長のご協力を得な

がら、それぞれマイクを持っ

て司会をしていただき、なん

とか過ごしてまいりました。 

 それから「津島ロータリークラブの歌」という

ことで、横井知代さんや伊藤哲朗さんの作詞作曲

でお力添えをいただきながら毎月最終週の例会で

歌わせていただきました。 

 最後にロータリーソング､ストレッチ体操にご

協力いただいた皆さんにも感謝を申し上げながら

ご報告とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

 

今年度は大河内会場委員長が、まんべんな

く皆さんにストレッチ体操とソングリーダー

をやってもらおうということで、ご協力いた

だきました皆さん、ありがとうございました。 

 

吉田康裕会員増強委員長 

 メンバーは、松本浩義さん、

坂井裕さん、宇佐美三郎さん

の 4 名です。3 名増強で総員

70 名と目標をたてましたが、

力不足でなかなかできません

でした。現在 66名で、これか

らも引き続きやっていきたい

と思います。 
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伊藤基クラブ広報副委員長 

委員長よりメッセージを預か

っておりますので代読させてい

ただきます。 

委員会構成は加藤則之、伊藤基、

寺田晏章、佐藤敬治、河西あつ子

の各君です。クラブ広報委員会は、

今年度も多くの事業をリアルタ

イムに、そして、楽しく読んでい

ただけるような会報発行に努めてきました。その

他、会員相互の親睦の情報源となるように、また、

クラブ内外の有用な情報も、タイムリーにお届け

するように努めてきました。 

 主な活動としては、天王子ども塾、祭検定、青

少年交換留学生の市長表敬訪問、ロータリー文庫

寄贈など、中日新聞やＣＡＴＶなどの報道機関に

も働きかけ、対外的な活動も掲載してきました。

また、クリスマス家族例会、各種月間、ＩＭ、出

張職場例会、家族会など多くの有益な情報や親睦

に寄与できるリアルな情報をお伝えする活動をし

てきました。 

青少年交換留学生に関しては、アウトバウン

ド：中西里緒さんからは、毎月、報告をいただき

マンスリーレポートの掲載をさせていただきまし

た。実際には、事務局の庄司さん、佐藤さんに多

大なお世話をお掛けしました。ありがとうござい

ました。 

 

今年度は『ロータリーの友』に投稿できな

かったんですが、ご苦労様でした。 

 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

 目標は 300 万で、6 月 3 日に

ようやく達成しました。皆さん

にご協力いただきまして、あり

がとうございました。来年のニ

コボックスも大変だとは思いま

すが、よろ

し く お 願

いします。 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区役員及び会長幹事懇談会 

6月 18日(土)、名古屋東急ホテルにて今年度最

後の地区役員及び会長幹事懇談会が開催され、三

谷会長と山本幹事が出席しました。今年度ガバナ

ー賞として、西尾張分区では、一宮ＲＣ、一宮中

央ＲＣが表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ニコボックス・広報委員会合同打上げ 

 6月 20日(月)、さかなや道場津島店にて今年度

ニコボックス委員会と広報委員会の合同打上げを

開催しました。事務局員も招待され総勢 13 名で、

まずは反省や次年度への示唆等を述べあい、和気

藹々1年間の疲れを癒しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幸蔵副会長 中村陽介君 

先週入会した

ばかりで、さっ

そくストレッ

チ体操をやっ

ていただきま

した。 

高木輝和ニコボックス委員長 

河西あつ子広報委員   三谷栄一会長 

寺島淳一クラブ奉仕委員長 

加藤隆朗ニコボックス委員 

山本達彦幹事 

伊藤幸蔵副会長 

加藤則之広報委員長 

佐藤敬治

広報委員

(会長ノミ

ニー) 
寺田晏章広報委員 

八谷潤一ニコ 

ボックス副委員長 

次年度どうぞ

よろしくお願

いします。 
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次回例会 

 第 3066 回 ’16 年 7 月 1 日（金） 

≪新年度初例会≫ 

 

お知らせ 

■次年度国際奉仕委員会 

 と き：6月 29日（水）18：00 

 ところ：夢菓子家 

 

■7月 8日（金）、15日（金）の例会は 

 クラブアッセンブリです。各委員長は 

 事業計画の発表準備をお願いします。 

 

■第 16回天王子ども塾 第 1部 

 と き：7月 10日（日）9：00～16：00 

 ところ：わざ・語り・伝承の館 

  

■青少年交換学生歓送迎会 

 と き：7月 14日(木) 

 ところ：第二サンガーデン 

パーティルーム 

 
ロータリーニュース(4 月 18日) 

 

 

 

 

2016年規定審議会が閉会し、ロータリー史に残る

多くの重要な決定が行われました。規定審議会は、

3 年ごとにシカゴで開催されます。審議会で採択

された変更は、7月 1日より有効となります。 

2016 年規定審議会にて、緑のカードで動議への

賛成を表明するドミニク・デュボアさんと、思

案中のサンディープ・ヌアンさん 

 

 毎年オンラインで開催する決議審議会の創設

が承認されました。決議審議会では RI理事会

に提出する決議案の検討が行われることとな

り、これにより、3 年に 1 度開かれる規定審

議会では、ロータリーの組織規定に変更を加

える制定案に集中して審議することが可能と

なります。3年任期で選出される代表議員は、

決議審議会に毎年出席し、最後の年に規定審

議会に出席します。本件の提案者は、この変

更に伴い規定審議会を 1 日短縮できれば最大

30 万ドルの費用削減につながるとの予見を

発表しました。 

 ローターアクターが同時にロータリークラブ

の正会員となることを認める制定案も採択さ

れました。本件の提案者は、30歳という年齢

上限を迎える前にローターアクトを去ること

に消極的なローターアクターが多いため、ロ

ータリーに入会するローターアクターが極め

て少ない（5％程度）ことを主張しました。よ

り多くの選択肢をローターアクターに与える

ことで、多くの資格ある若いリーダーにロー

タリー入会への道を開けるようになることが

期待されます。 

 従来型クラブと E クラブに区別をなくす立法

案が採択されました。これは、クラブが既に

多様な方法で柔軟に例会を開いており、従来

型と E クラブを区別する必要がないと判断さ

れたためです。ただし、クラブ名に“e-club”

（E クラブ）が入っているクラブは、その名

称を維持できます。 

 細則から入会金への言及箇所が削除されます。

本件の提案者は、入会金への言及は、ロータ

リーの現代的なイメージを促進するものでは

ないと主張しました。 

 会員増強が組織の最優先事項であることを認

識し、会員増強の常設委員会が設置されまし

た。また、ポリオ撲滅が最優先される目標で

あることが再確認されました。 

 
7月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

7月 1日(金)  割子弁当 

7月 8日(金) 寿司 

7月 15日(金) 豚カツ・煮物  

7月 22日(金) ハヤシライス 

7月 29日(金) 鰻丼 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

稲沢 RC 7/20 水 林商事ビル 

名古屋和合 RC 7/20 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋丸の内 RC 7/21 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋北 RC 7/22 金 名古屋東急ホテル 

名古屋空港 RC 7/25 月 キャッスルプラザ 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 7/27 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 
 

規定審議会が閉幕 

より多くの柔軟性がクラブに 

 


