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2018 年 2 月 15 日（木） 第２７９３回例会 天候：晴れ 司会：水嶋 聡副幹事 No. 28
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」 「四つのテスト」
◇会長挨拶

◇幹事報告

程島利通君

◇卓話

◇黙祷 熊澤圓造名誉会員（第 41 代会長）ご逝去
◇委員会報告 スマイル委員会

「手続き要覧・定款・細則について」

◎幹事報告

河本啓伸君

◇ガバナー補佐より

２０１７－１８年度第１０回会長・幹事会

開催通知

来週 2 月 22 日午後 9 時からネットテレビの茅

ヶ崎テレビの生番組でナマ演奏をする予定です。見ても得す
ることはありませんが、一応ご報告まで。熊澤圓造名誉会員

・２/２２（木） １９：００～

・オークラフロンティアホテル海老名

◇ＩＭホストクラブ（茅ヶ崎湘南ＲＣ）より
◇台北西北ＲＣより

ＩＭパンフレット

台湾地震お見舞い・お伺いに対する礼状

のご冥福を祈ります。
小林

亨君

程島先生、わかりやすい卓話をお願いします。

出口敬純君

程島先生、卓話よろしくお願いします。

◇タウンニュース

澤邑重夫君

程島先生、卓話よろしくお願いいたします。

◎委員会報告

清水賢一君

程島先生、卓話たのしみにしています。

スマイル［橋本正一会員］：女性会員からのバレンタインチョコへ

岩澤あゆみ君

のお返しのため、男性会員より一人千円徴収のお知らせ

ピンのマンダリヨンクラブを訪問してきます。数々の奉仕プ

熊澤圓造名誉会員ご逝去［享年 94 歳］
クラブ創立 40 周年に当たる第 41 代会長
を務められたほか、クラブ発展に寄与され
ました。謹んでご冥福をお祈り致します。
スマイル報告

岩澤淑江会員

明日から大箭会員・加瀬会員と３人でフィリ

ロジェクトの見学など、２泊３日、会長エレクトのルイさん
のフルアテンドで、ありがたい機会となりまそうです。クラ
ブにしっかり経験を持ち帰りたいと思います。
杉田祐一君

女性会員の皆様、チョコレートありがとうござ

います！程島先生、卓話よろしくお願いいたします！
大箭剛久君

オリンピックでの日本選手の活躍から目が離せ

寒さ厳しき中ですが、昨日は春一番

ません。しかし、何でもかんでも「悲願のメダル」というの

が吹きました。本日は程島会員、卓話宜しくお願い致します。

は、少々耳に障ります。もう少し言葉の意味を重んじて報道

伊藤留治君

をして欲しい。それが私の悲願です。

横山貢君＆中山冨貴子君

程島様、卓話よろしくお願い致します。拝聴させ

ていただきます。

吉田恵子君

大森久巳男君

ばっていますね。程島先生、卓話勉強させて頂きます。

熊澤圓造名誉会員のご逝去を悼み、心からお悔

オリンピック始まりましたね。若い人達ががん

やみ申し上げます。程島先生卓話よろしくお願い致します。

木村信一君

田中賢三君

とうございました。伊藤様、サプライズバンドに出口さんの

程島先生、本日の卓話よろしくおねがいします。

先日は会員増強委員会、おつきあい頂きありが

クラブ研修のプログラムです。熊澤圓造さんの

誕生日までとってもサービス満点で楽しませて頂きました。

御冥福を心よりお祈り申し上げます。

橋本正一君

程島さん、卓話よろしくお願いします。

下里洋一君

安武

程島さん、卓話よろしくお願い致します。温か

今日は春みたいです。程島さん

勝君

の卓話を楽しみにしてます。

くなると鼻がムズムズ、花粉の季節となりました。そろそろ

成田栄二君

対策をいたしましょう。

バレンタインチョコをありがと

うございます。程島先生、卓話よろしくお願いします。
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木村邦佑君

木村信一委員長、先日の増強委員会お疲れ様です

でした。最近ワインがとても美味しく感じます。
小澤雅彦君

程島先生、今日の卓話よろしくお願いいたします。

今月号のロータリーの友の平和月間特集で鹿児島県の小学６年
生の平和へのメッセージという作文が載っていました。本当に
素晴らしく心に響きました。大河ドラマでも話題の鹿児島に行
ってみたくなりました。
畠田宏治君

私たちの茅ヶ崎駅南口のパンジーも、この陽気で

咲き誇り、道行く人もほほえんでいます。もうすぐ春ですね～
石田貴一君

今日は気温も上がって、3 月並みとのことです。

程島様、卓話楽しみです。よろしくお願いします。
伊藤和明君

程島先生、卓話宜しくお願い致します。勉強させ

て頂きます。
徳舛幸丈君

本日 2 月 15 日、今年のチョコは妻とロータリー

の女性メンバーより。年々ニキビと縁遠い年齢？．．．モテな
くなっただけですね。
岩澤淑江君

先日の新入会員の集いで、鎌倉の菅原様のお話伺

いました。田中 PG がいつもおっしゃる「楽しくなければロー
タリーではない」という言葉をくりかえしおっしゃっていまし
た。鎌倉ではまずスマイルで場をなごませ、楽しい例会が始ま
るそうです。スマイルが各奉仕活動の大切な原資であるととも
に、コミュニケーションのツールであることを再認識いたしま
した。沢山のご寄付と楽しいお話をよろしくお願い致します。
［本日 26 件、29,000 円です］

クラブ研修卓話「手続き要覧・定款・細則について」
程島利通会員
１

規定審議会について
規定審議会のことにつきましては、2016 版手続要覧の中の
「国際ロータリー定款」の第 10 条の中に目的、開催時期、場
所、簡単な手続き規定、審議会の議員についての細則への委任
規定等があります。
規定審議会において審議される案件の種類、内容、提出者、
提出手続き、提出期限、立法案の審査、公表、審議・決定等の
詳細については、国際ロータリー細則の第８条の中に規定さ
れておりますので、一度は目を通して頂きたいと思います。
規定審議会を敢えて一言うならば、ロータリーの立法案を、
3 年に 1 回の間隔で審議し決定するための各地区から選出さ
れた投票権を有する代表議員と RI 会長、幹事、事務総長、そ
のた他投票権を有しない議員によって構成されるところの RI
の立法機関のことであります。法律を制定する国会のような
ものです。
2016 年規定審議会において、後に述べる「決議審議会」の
設置が採択されるまでは、規定審議会で審議される立法案は、
制定案と決議案の二種類でしたが、新たに決議審議会が設け
られて、決議案については決議審議会で審議されることにな
り、規定審議会では「見解表明案」がこれに取って代わって審
議されることになった次第であります。
そのため、今後の規定審議会で審議される立法案は、制定案
と見解表明案の二種類になります。このうち「制定案」の内容
はロータリーの組織規定、これまでの手続き要覧では黄色の
頁にある規定を改正しようとする提案の総称のことで、具体
的には、RI の定款・細則・標準ロータリークラブ定款の規定
等を変更しようとする提案のことのことであります。

修正出席率

９１．１１％

また、
「見解表明案」は理事会提案にかかる RI の立場を表
明しようとする提案のことであります。
立法案中、制定案の提出者は、クラブ、地区大会、RIBI 審
議会または大会、規定審議会、それに理事会であり、クラブの
制定案は、必ず地区大会・地区立法案検討会等において地区内
クラブの同意を得ることが必要条件であります。
ガバナーは、自らこれの同意を証明書にて明らかにし、これ
の証明書を添付し、規定審議会が開催されるロータリー年度
の前の年度の 12 月 31 日までに、事務総長宛てに提出するこ
とになります(7.035)。見解表明案の提出者の方は、理事会に
限定されており、クラブや地区は、これまでのように提出でき
ません。提出締め切りは、規定審議会が閉会するまで、これを
受理し票決することが出来ます（7.035）
ところで、クラブ等から提出された制定案は、その後、RI
定款細則委員会、RI 理事会にて欠陥の有無が調査され、正規
の手続きで提案された立法案（修正案を含む）については、事
務総長を経て審議会に回付され、審議、採決が行われることに
なります。
採択は、制定案 RI 定款 規定審議会で出席しかつ投票を
行う者の投票の３分の２によって改正、RI 細則、標準ロータ
リークラブ定款 臨時審議会の規定を除き、出席し投票した
人の過半数によってのみ改正できる。規定審議会の臨時会合
で制定案を採択する場合は、出席し投票した人の３分の２の
賛成が必要とされています。
規定審議会の会合は face to face よる
ものであって、電子的コミニケーショ
ン(オンライン)で開かれるところの決
議審議会とはこの点において相違があ
ります。
なお、前回 2016 年の規定審議会で
は、4 月 11 日から 15 日の間、制定案
だけでも 117 件、決議案についても
撤回されたもの含め 63 件、合わせて 180 件近い立法案が審
議、決定されております。
２

決議審議会
次に、決議審議会でありますが、決議審議会は、前回 2016
年の規定審議会まではありませんでした。
前回の規定審議会にスコットランド第 1230 地区 Dunoon
ロータリークラブほか 3 地区提案による 16-113「決議審議会
について規定する件」が賛成 443 反対 67 で採択され、RI 細
則の第 8 条にこれの規定が設けられるようになりました。
決議審議会で採決が行われる提案は「決議案」と言われま
す。決議審議会の意見の表明を内容とするものでありますの
で、RI の組織規定の改正を求める規定審議会の案件、制定案
とは明確に区別して提案しないと欠陥提案になって、その提
案は採決されないことになります。
決議審議会は、規定審議会とは審議案件の相違だけでなく、
毎年開催される点や先に述べた電子的コミュニケーション
（オンライン）を通じての招集開催であること、決議案の事務
総長への提出締切日が、その案件の審議される決議審議会の
開催年度の前年度 6 月 30 日まであることなども規定審議会
とは相違するところであります。
2017 年決議審議会で投票・採決された制定案は my rotary
から閲覧可能であります。
※詳しくは当クラブホームページの音声をお聴き下さいませ

