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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

本日の例会

前回例会の報告

2013 年 8 月 9 日(金)第 1578 回
2013 年 8 月 23 日(金)第 1579 回

卓 話 「 ロータリーのルールと

時間

規定審議会の報告 」

卓 話 「 韓国の過去 現在 未来 」

卓話者 中田 佐和彦様（堺ＲＣ会員）

卓話者 チェ・ソンエ 様（米山奨学生）

紹介者 中田 学会員

紹介者 小西幹夫会員

今週の歌「我等の生業」｢長崎の鐘｣

今週の歌「我等の生業」

お客様の紹介 レン・リン様（米山奨学生）
渡辺様

｢見上げてごらん夜の星を｣

出席報告・会長の時間

お客様の紹介

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

臨時会員総会

○皆出席表彰（８月度）
宇瀬治夫会員(第５回)

出席報告・会長の時間

小西幹夫会員(第２回)

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

塩見 守会員(第２回)

次回の例会

＜8 月 2 日(金)の出席報告＞
会員数
32 名
出席会員
25 名
準会員
0名
欠席会員
8名
ゲスト
3名
ビジター
0名
7 月 5 日(金)の出席率 90.00％

2013 年 8 月 30 日(金)第 1580 回

時間

「 テーブル会議 」
議題：他クラブに学ぶこと
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卓

話

「ロータリーのルールと規定審議会の報告」
卓話者 中田 佐和彦様（堺 RC 会員）
新「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理想を奨励し、これを育む事に
ある。
（次の各項を奨励する事にある）
堺ロータリークラブ定款第１５条
目的の受託と定款細則の遵守
目的に示されたロータリーの原則を守り規定を遵守し拘束される事を受託
（書いた物を受け取って無いと言わない。と言う事ですね）
綱領の表現が変わります
旧

新

綱領

目的

奉仕の理想

奉仕の理念

有益な事業

意義ある事業

鼓吹
2013 年発行の手続き要覧より
ロータリークラブのルールについて
・国際ロータリー定款
・国際ロータリー細則
・ロータリークラブ定款
この３つは規定審議会で決定
堺北ロータリークラブ細則はクラブで決定
クラブ細則は上記３ルールに違反しない内容
規定審議会（ルールを変更の会議）
RI 定款第１０条規定審議会
３年に一度・４月～６月の間に開催
決定されたルールは新年度７月より実施
２０１３年開催された規定審議会
場所 シカゴ
日時 ４月２１日～２６日 ６日間
構成 ５３２地区の代議員 RI 関係者約 700 名
地区から１名 米田 PDG
検討項目数 １３－２００件 立法案
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２０１３年審議会で可決された件数
制定案 １５０件 可決４９件
６件 RI 理事会付託
決議案

５０件 可決６件
１件 RI 理事会付託

13-02

クラブ幹事を理事会メンバーとする

13-06

クラブ会長の資格要覧
少なくとも一年以上在籍

13-23

出席規定の免除要件
65 歳以上の年齢制限廃止

13-48

会員終結に関する要件
理事会出席 2/3 を下らない、賛成

制定案と決議案
制定案 ルールを変更する内容
決議案 RI 理事会に善処して欲しい要望を提案する
決議された制提案にクラブが反対の場合
クラブから反対の意思を郵便によって表示
５％以上のクラブからの反対→効力停止
過半数のクラブからの反対→無効
13-49

移籍及び元会員の再入会の要件
元クラブからの推薦状が必要

13-53

名誉会員が RI 微章着用可

13-58

地区協議会の名称変更
地区研修協議会とする

13-69

第五奉仕部門の名称改正
青少年奉仕部門

13-86

ガバナー任務の一部改正
クラブ定款・細則が RI 組織規定にあっているかの確認

13-90

ガバナーデジグネイト（Designate）の肩書新設する
２人のガバナーノミニーの内新しいノミニーの呼称を新設

13-103 試験的プロジェクト数の改正
200 クラブから 1000 クラブに増やす
13-126 人頭分担金の増額
2014-15 半期 $27.00
2015-16 半期 $27.50
2016-17 半期 $28.00
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決定案
13-157 綱領の第２項目を職業奉仕指針として奨励するように RI に要請
第２項目は職業奉仕の指針である各自の職業に生かす
13-128 人頭分担金の最低額をなくす会員 10 名を下回るクラブは実在人数で支払い
13-130 自然災害の時の人頭分担金の減免 RI 理事会の承認を取れば減免
13-138 クラブ提出の立法案の承認方法の改正 地区大会及び地区協議会議を創設
13-54 各地区に於ける E クラブの制限数を無くす件

会長の時間
会長 城岡陽志
人生において、何かを決めなければいけない場面が日々あります。特に事業をしている
と毎日のようにあります。
案件の大小にもよりますが、特に大きな案件で、決断しなければいけないとき、先輩から
魔法の言葉を教えていただきました。
それは、迷ったら「キャンセル、キャンセル」という言葉です。
案件に対し結論の期限を切られた時など、毎日ああでもない、こうでもない、又いろいろ
な人に相談しても結論が出ない時など、毎日焦って、追い込まれてきて、焦るばかりで精
神的に追い込まれてきます。
私の場合、迷ってばかりで、結論が出ない時は、まず「キャンセル、キャンセル！」とい
う言葉を思い出し、キャンセルします。
そしたら、追い込まれていた精神状態が、スーと消えてすっきりします。キャンセルして
何か困ることがあるかといえば、何もありません。
いったいこれはなんだろうと、考えさせられます。
皆さんは独自の解決法で対処していると思いますが、参考までに体験を報告させていただ
きました。

委 員 会 報 告
第１回会員増強委員会議事録
会員増強委員長 山ノ内修一
下記のとおり第 1 回会員増強委員会を開催しました。
記
１．日時：８月９日（金） 午後６時３０分～
２．場所：すし亭 幹
３．出席者：山中、塩見、藤永、山ノ内
４．オブザーバー：米澤
５．討議内容及び結論：
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会員増強の具体的戦略的行動について討議し、
「隗より始めよ」で増強委員会
の委員が率先して、入会を見込める人に積極的に「声かけ」運動を展開するこ
ととする。
以上

Ｓ Ａ Ａ 報 告

中田佐和彦様 面白くない話しですが、お許し下さい。
嶽盛和三会員 中田さん卓話有難うございます。先日甲南大学へ会長様、徳田様、宇瀬様
スナーダイクマエ孤児院絵画展に同行いただき有難うございました。
城岡陽志会員 堺 RC の中田様、本日は卓話有難うございます。
今後も子クラブの指導をお願いします。
渡辺さんようこそ！ゆっくり見て帰って下さい。
中田 学会員 中田佐和彦様本日の卓話宜しくお願い致します。
皆さんで勉強させて頂きます。
坂田兼則会員 中田佐和彦様、ようこそ。卓話よろしく。
澤井久和会員 今日は、新入会員のような気持ちで出席。やめてませんから！
小西幹夫会員 渡辺様、入会をおまちしています。
塩見 守会員 渡辺さんようこそ堺北ロータリークラブへ。
共にロータリアンを楽しみましょう。
藤永 誉会員 山中さん、有難うございます。
村上強志会員 毎日暑いです。もう慣れましたけど・・・。
合 計 ３１，０００円

幹 事 報 告

（１）配布物
・週報
・卓話資料
（２）連絡事項
・８月１６日(金)の例会は休会です。
事務局も、
８月 12 日～16 日までお盆休みを頂いておりますので、
緊急連絡等は、
幹事の中川までご連絡下さい。
・次回２３日の例会は臨時会員総会を開催致しますので、ご出席頂けます様お願い
申し上げます。
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今週の歌
「見上げてごらん夜の星を」
見上げてごらん 夜の星を
小さな星の 小さな光が
ささやかな幸せを 歌ってる
見上げてごらん 夜の星を
ボクらのように 名もない星が
ささやかな幸せを 祈ってる

皆出席表彰 小西幹夫会員
おめでとうございます。

皆出席表彰 塩見 守会員
おめでとうございます。
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米山奨学生レン・リン様
８月分米山奨学金授与
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