2019‣7.16(Tue)
2019-20 年度 第 3 回 <通算 543 回>

国際ロータリー第 2530 地区 南相馬 RC

プログラム▶開会点鐘/ロータリソング「奉仕の理想」/「四つのテスト」唱和/お客様並びに
来訪ロータリアン紹介/会長の時間/7 月誕生祝福/幹事報告/各委員会報告/出席報告/スマイル
ボックス報告/閉会点鐘/昼食/2019-20 年度クラブ協議会 年次計画（後半）

会長の時間

岡田 義則

【例会欠席に対する規定】
標準ロータリークラブ定款には、例会に欠席したためにロータリー会員資格が
自動的に終結させられる三つの条件を規定としています。
その条件とは…
1）連続して 4 回のクラブ例会に欠席し、そのメークアップをしなかった場合
2）6 ケ月毎を一期間とし、その期間の例会の 60 パーセントに出席あるいはメークアップをしなかった場合
3）6 ケ月毎を一期間として、その期間に自分の所属するクラブの例会の少くとも 30 パーセント出席しなか
った場合
これら三つのいかなる場合においても、クラブの理事会が事前に、その欠席を十分な理由ありとして許容する
ことを承認している場合を除き、会員はそのロータリー会員資格を失うことになってしまいます。
会員が 4 回続けて例会を欠席した場合、理事会はその欠席がクラブにおける会員資格の終結を要請していると
みなすことができるということを知っていてください。従って、理事会は多数決により、会員資格を終結する
ことができます。
上記のような規則は非常に厳しすぎると思われる方もいることでしょう。しかし、クラブ例会への出席は、会
員がロータリークラブに入会する際に承諾した基本的義務の一つなのです。定款規定では、ロータリーは定例
出席を重要視する、会員の直接参加による団体であると強調しているのに過ぎませんが、一人の会員が欠席す
れば、クラブ全体がその会員と交流できないことになります。クラブ例会への出席は、ロータリークラブの効
果的な運営と成功に大きく寄与するものだと私は思います。
と、これは会長になった今だからこそ言うことであって、実は入会当初「月に２回くらい出れば良いのか
な？」などと勝手に考えておりました。しかし、入会した当時は酒井ガバナー年度の途中であり右も左もわか
らず地区大会がやってまいりました。小澤会員の入念な打ち合わせが何度も行われ当日は大成功！と思われま
したが、その裏話がとても面白く、今でも懇親会などで思い出話をしております。みんなで協力し、何かを成
し遂げようとすることこそが親交を深める機会でもあり、私がそうであるように例会や親睦会、また奉仕活動
に積極的に参加したくなってきます。みなさん、協力し合って楽しいクラブを一緒に作りましょう。
補足：2019年規定審議会にて採択されました。
19-36 欠席のメークアップに関する規定を改正する件
例会の定例の時の前 14日または後 14日の規定を、同年度以内に変更する
2019年規定審議会提出立法案一覧表より一部抜粋
ＲＣ定款および南相馬ＲＣ定款 第11条、第4節 終結・欠席 参照

【会長の小言】
モロヘイヤという葉物をご存じでしょうか？健康食と知られる有名な「ねばねば野菜」でエジプトでは古代か
ら食べられています。この野菜は、昔、アラビアの王様が病気で苦しんでいた時にこれをスープに入れ、飲ん
でいたら全快したという言い伝えがあります。それ以来、エジプトや中近東で「野菜の王様」と呼ばれるよう
になりました。おひたしや冷奴の上に刻んでのせても美味しいです。『モロヘイヤ』を食べて、これからの厳
しい夏を乗り越えましょう
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クラブ協議会 後半
SAA 川崎 博祐 会員 / 青少年奉仕委員会 委員長 門馬 純子 会員 / IAC 委員会 委員長 門馬 純子 会員 /
会員増強・拡大委員会 委員長 小澤 積 会員 / 出席委員会 委員長 三浦 宏美 会員 /
スマイルボックス委員会 委員長 野口 美佐子 会員 / 公共イメージ・広報委員会 委員長 野口 美佐子 会員
ロータリー財団委員会 委員長 青木 謙二 会員 / 米山記念奨学会委員会 委員長 荒明 健 会員 /
クラブ研修リーダ 大谷 和年 会員
以上、年次事業計画発表者

講評

モデレータ 酒井善盛パストガバナー

・SAA：出席率にかかわってくるので、例会がマンネリ化しないように考えて進めてください。
・青少年奉仕委員会：すばらしい事業計画だと思います。ぜひ、実行していただければと思います。
・インターアクト委員会：今年のマロ―二―RI 会長は青少年に特に関心をもっておられます。大谷年度に当クラブもイ
ンターアクトクラブを立ち上げました。例会にインターアクトの会員も出席していただければと思います。又、当クラ
ブの会員もインターアクトクラブの例会に順番に出席し、ロータリーのいきさつをインターアクトの会員にわかってい
ただくよう進めてください。
・会員増強・拡大委員会：小澤委員長の方針のとおりだと思います。皆さんの情報提供や協力なしでは、達成できません。
皆さんのご協力をぜひお願いします。
・出席委員会：プログラム委員会と連携をとって進めてください。出席・欠席・未定の欄をもうける新しい試みは、とて
も良い事だと思います。欠席の方にも出席を促しメークアップを推奨していただければと思います。
・スマイルボックス委員会：当クラブだけではないですが、現状はクラブ運営費に使用されています。本来は、社会奉仕
に使用されるものなので、近い将来、社会奉仕に使用されればと思います。・
・公共イメージ・広報委員会：ロータリーのイメージ向上に努めることです。ロータリー活動を一生懸命やっているかど
うかということが一番大切なのではないかと思います。ロータリアンがロータリーの活動を一生懸命することが一番の
イメージアップだと思います。
・ロータリー財団委員会：皆さんの寄付が世界で役に立っています。今年度も財団への寄付をお願いします。ポリオが消
滅したら、ロータリーがノーベル賞をもらえるかもしれません。
・米山記念奨学会委員会：当クラブの米山記念奨学会委員会委員長は３年目でとても良くなっているのを感じています。
米山記念奨学会委員会には、普通寄付と特別寄付があります。全ロータリークラブ会員が地区で決めた金額を寄付する
のが普通寄付です。こちらもご協力お願いします。
・研修リーダ：事業計画を継承していくことが大事ですので、委員長は 3 年継続してください。新会員への研修をお願い
します。
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８月のプログラム
・８月 ５日（月）第５回例会／通算 545 回 RI 会長訪問 / 相双分区合同例会 / 6 日の振替
・８月 13 日（火）休会 お盆休み
・８月 20 日（火）第６回例会／通算 546 回 誕生祝福 / 会員卓話 小澤積会員
会員増強・拡大・ロータリー情報委員会セミナー報告
・８月 27 日（火）第７回例会／通算 547 回 夜間例会 会場：わいず 会費 5,000 円 18：30～

幹 事 報 告 １、第 3 回理事会報告がありました。
２、7 月 19 日（木）マスコミ懇談会が開催されます。星会員・野口会員が出席します。（7 月 31 日に変更）
３、7 月 27 日（土）会員増強・拡大・ロータリー情報委員会セミナーが開催されます。会員増強・拡大委員会
小澤委員長、岡田会長、青田幹事が出席します。

各委員会報告

１、2018-19 年度大谷会長より 2018-19 年度の会計報告がありました。
２、プログラム委員会 小澤委員長より８月のプログラム報告がありました。

＜＜今週のご寄付
■ロータリー財団 計 5,000./累計 ￥26,000.

■スマイルボックス報告
氏名
青木謙二
大谷和年
岡田義則
小澤積
川崎博祐
鶴岡恵子
野口美佐子
野地庄蔵
星遵一
三浦宏美
宮城住夫
合計（￥）

Smile
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,000
21,000

■米山奨学会 計 3,000./累計 ￥24,000.

出席報告: 会員数 29 名 出席数 15 名 出席率 52％
コメント
クラブ協議会御苦労様です
クラブ協議会、今年度の成功を祈念します
クラブ協議会後半がんばりましょう
ご苦労様です

今週末上京し、娘達に誕生会をしてもらいます♡ありがとう

7 月生まれを祝して!!

7 月の誕生会
中田 浩行
野口美佐子
宮城 住夫
村上 正孝

2019 年 7 月 16 日＞＞

会員（7.24）
会員（7.25）
会員（7.28）
会員（7.29）

南相馬ロータリークラブ

（累計￥65,000）

会長からのメッセージ
カードとプレゼントが
贈られました。
左：宮城 会員
右：野口 会員

2019-20 年度 会長：岡田 義則 / 幹事：青田 真

例会日：毎火曜日 12:30～13:30
例会場：ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6
事務局 ：南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6
TEL 0244-23-1268 FAX 0244-26-5935
HP http://www.minamisoma-rc.org/ E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp
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