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第2725例会	 平成 28 年 7 月 27 日（水）

点　鐘 松山 直樹 副会長

スマイル体操 生垣 繁 会員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
藁科 義弘 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 齊木 貴 親睦委員
志村 雄治 様（川崎南 RC）
平山 紀美子 様（横浜港北 RC）
河合 束 様（川崎中原 RC）

出席報告 北村 善市 出席委員

会員数 58 名 出席 37 名 欠席 21 名
（対象外 4 名） 出席率 68.52%
前々回訂正 欠席 19 名 MAKE UP 8 名

（対象外 3 名） 訂正出席率 85.45%

欠席者
朝山君 クルーズ君 花田君 濱田君 小林（政）君 
貝田君 小泉君 上山君 小林（美）君 松波君 
溝淵君 松尾君 三平君 柾木君 重田君 
関君 相良君 色摩君 米山君 横山君 
山川君

お客様ご挨拶
志村 雄治 様（川崎南 RC）

改訂した R 財団ハ
ンドブックを皆様
にお配りしました。
補助金申請のしか
たを中心にまとめ
て あ り ま す。 お 役
立てください。

会長報告 松山 直樹 副会長
1. RI 日本事務局より、例会の取消に関する情報

資料をポスティング済 （メール環境のある方には転送） 
2016 年規定審議会において可決された以下の 2

件が例会の取り消し規定に関係する。
 • 制定案 16-21『クラブ例会と出席に柔軟性を認め
る件』

 • 制定案 16-26『例会取消の規定を改正する件』
2. 第 35 回かわさき鈴虫祭り準備会の報告書

幹事報告 帯谷 昌充 副幹事
1. 地区からの来信

 • 職業奉仕委員長会議開催のご案内
日時：2016 年 8 月 23 日 （火） 15：00 ～ 17：00
会場：メモワールプラザソシア 21
内容： 高良ガバナーによる卓話「職業奉仕のあり方」 

グループ討議
※大部 職業奉仕委員長出席予定

 • R 米山奨学生・学友夏季レクリエーションのご案内
日時：2016 年 8 月 28 日 （日） 7：10 集合

 • 2016 年 8 月のレート 1 ドル =102 円
2. 横浜東 RAC より例会のご案内

8 月 7 日（日） 15：00 ～ 19：45 登録料：無料
※登録ご希望の方は事務局までお知らせください。

3. 他クラブ活動計画書の回覧：川崎 RC
4. 他クラブ例会臨時変更

●川崎百合丘 RC
8 月 16 日（火）休会

●川崎大師 RC
8月10日（水）暑気払い移動例会「焼肉ニュー桜苑」 
8 月 17 日（水）休会

●川崎中 RC
8 月 16 日（火）休会
8 月 23 日（火） 夜間移動例会 東京湾サンセット

クルーズ 乗船 16：00
●横浜あざみ RC

8 月 17 日（水）休会
5. 8 月 3 日（水） 11 時 15 分より定例理事会を開催

理事・役員各位はご出席ください。

委員会報告
鈴虫愛好会 戸川 俊雄 会員

8 月 28 日（ 日 ） に 鈴 虫 祭 り を 開 催 し ま す。 一 口
3000 円の賛助を募集しています。ぜひご協力をお願



いいたします。
松下 幸夫 会員増強（職業分類）委員長

本日、今期最初の委員会を開き、8 月 17 日（水）の
会員増強に関する卓話に向けての準備を行いました。
今後、グループミーティングでご協力いただくこと
になりますので、よろしくお願いいたします。

クラブフォーラム 松山 直樹 クラブ奉仕委員長

規定審議会の変更
の 事 案 に つ い て、
皆様のご意見を聞
きながら、協議を
した上で決めてい
きたいと思います。
本日は、地区広報 ･
公共イメージ向上
副委員長でもある

大塚幹事に司会をお願いしています。

大塚 正一 幹事：定款が改訂され、例会と出席に関する
項目について、クラブ細則で例外を設けられることにな
りました。この件について、お手元に配布したアンケー
トにご記入の上、提出してください。各項目について、
会場の皆様のご意見をうかがっていきます。

クラブの戦略計画の立案、クラブの戦略的目標について
岡本 徳彌 会員：世の中の変化にあわせて、守るべきも
のは守り、変えるべきものは変えるべき。
峯岸 雅宏 会員：柔軟性は大事だが、ロータリークラブ
らしさという意味では、現状のままで良いのではないか。
入来 武久 会員：地区の活動も大事だが、クラブ独自の
奉仕活動を活性化し、若い会員を増やしたい。
波木井 輝昭 会員：ベテラン会員による卓話で若い世代
に経験を伝える機会を増やしたい。

入会金について
戸川 俊雄 会員：健全な運営のために、取ったほうがよい。
柳澤 信夫 会員：新会員勧誘のためには、入会時の障壁
となる入会金は取らないほうがよい。
大塚 正一 幹事：本件については、グループの会長・幹
事会でも議題にして、グループとしての方針を決める。

例会開催の柔軟性について
大塚 正一 幹事：例会の回数を減らすことに賛成という
意見はありませんか。（会場からは意見なし）

出席時間について
宮崎 秀樹 会員：6 分でも貴重なので、出席時間 50％で
出席認定してほしい。40％まで引き下げるのはよくない。
茂木 常夫 会員：30 分で出席と認定してほしい。

佐久間 馨 会員：「例会前の準備に携わっても例会に出
席できない」といった場合は、出席時間 50％に満たな
くても出席とみなすような措置があったほうがよい。
メークアップについて
茂木 常夫 会員：適用期間を延ばしてほしい。

宮崎 秀樹 会員：地区の活動に出席したときメークアッ
プとなるが、時期が集中すると、権利を使えないうちに
期限が来てしまう。適用期間を 1 年間に延ばしてほしい。
身分の終結について
波木井 輝昭 会員：当クラブでは厳密に運用されていな
いのが現状。実情にあわせて変更したほうがよい。

出席免除について
谷口 一成 会員：「12 ヶ月間」で厳密に切ってしまうの
は良くないと思うし、そのとおりに運用されていない
のが現状だが、規定自体はこのままでよいのではないか。

議題全般について
北村 善市 会員：今回の改訂は、時代の変化にあわせて
さまざまな規定を簡略化してもよいという動きである
が、簡略化しすぎると、ロータリークラブとしてのプ
ライドを失うことになる。あまり変えないほうがよい。

大塚 正一 幹事：時間になりました。この件については、
例会でも、あと 2 回話し合う機会を設けます。11 月
30 日（水）の夜間例会では長めの時間を取りますので、
もっと活発に話し合っていただきたいと思います。最
終的には、来年度の細則変更に反映いたします。
松山 直樹 クラブ奉仕委員長：私自身、本業で例会に出
席できない時期がありました。SAA を拝命したのがきっ
かけで出席するようになり、続けるうちに楽しみになっ
てきました。うまく時間を作るようになったせいか、本
業の業績も向上しました。規定については全員で話し
合って決めることですが、ゆるくなりすぎず、ある程
度拘束されたほうがよい面があるのではと思います。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
志村 雄治 様（川崎南 RC）

川野ロータリー財団委員長には、いつも大変お世話
になっております。大塚様には R 財団ハンドブック
で大変お世話になり、ありがとうございました。

平山 紀美子 様（横浜港北 RC）
お世話になります。本日、戸川さんと洪さんとのデー
トの約束でお迎えに参上しました。

松山 直樹 副会長、大塚 正一 幹事
志村様、河合様、平山様、本日はようこそ！

川野 正久 君
松山副会長のお話、楽しみにしております。

戸川 俊夫 君、洪 征治 君
鈴虫祭りの賛助金をよろしくお願いします。松山さん、
本日のクラブフォーラム、よろしくお願いします。

宮崎 秀樹 君、波木井 輝昭 君、峯岸 雅宏 君
松山さん、本日のクラブフォーラム頑張ってください。

茂木 常夫 君、塩田 聡 君、藁科 義弘 君、齊木 貴 君 
（親睦委員会）

フロンターレ、第 2 ステージ 1 位！通算勝ち点 1 位！
この調子で独走してください！


