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2019 年 5 月 23 日（木） 第２８５０回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 41
＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」
「覇気あれ我クラブ」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 社会奉仕 他

◇卓話 クラブ研修委員会卓話

杉本行廣君

『手続要覧とクラブ定款・細則・クラブ規定について』

◎ゲスト・ビジター紹介
薗 信雄 様（東京銀座ＲＣ）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊マーク・Ｄ・マローニーＲＩ会長ご夫妻歓迎会の案内
⦿８/７（水）１８：００～２０：００ ⦿鎌倉パークホテル地階 鎌倉市
坂の下３３－６ ⦿会費・・・一人：１０，０００円
⦿内容

第一部・・・ＲＩ会長 マーク・Ｄ・マローニー会長 講演

第二部・・・懇親会
◇地区研修・協議会実行委員会より

打ち上げ開催の案

内・・・詳細は後日
◇綾瀬ＲＣより 創立４５周年記念式典ご臨席への御礼
◇タウンニュース
◎委員会報告
社会奉仕［吉田会員］：例会後の植栽についての確認
補助金プロジェクト［岩澤会長］：実行委員会開催告知
次年度クラブ研修［成田会員］：例会後に委員会開催

5 月 18 日・19 日は産業フェアに於いてポリオ撲滅キャ
ンペーン。両日で 163,688 円の寄附が集まりました

スマイル報告 伊藤和明会員
薗 信雄様（東京銀座ＲＣ）先週病院の帰り、元気がなかった
ので「女の下着」でも見れば元気が出ると考え、岩澤会長の職
場を訪問しました。感想①女の下着は高価だ ②年寄は女の下
着だけでは元気が出ない ということがわかりました。皆様、
旅行から無事にお帰り、なによりです。
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 先週は家族かい、エンドポリオ
キャンペーンと大変お疲れ様でした。いずれも晴天に恵まれ、
無事に開催が出来、よかったです。杉本先生、卓話よろしくお
願いします。例会後の植栽よろしくお願いします。薗様ようこ
そお越し下さいました。
伊藤留治君 杉本さんの格調高い卓話を楽しみにしておりま
す。
池上 實君 5 月 19 日（日）無事大勢のお客様の来訪をいただ
き「春のおさらい会」終了致しました。皆々様のお心遣いもと
どき、恐縮です。木村会員の御家族 6 名がおそろいでお出掛け
下さり、有難うございました。
加藤 寛君 国際大会へ気をつけていってらっしゃい。私も羽
田に行ってます。
大森久巳男君 突然の真夏日ですね。お互い体調管理に気をつ
けましょう。果実の家族旅行お世話になりました。感謝です。
和田幸男君 杉本先生、卓話よろしくお願いします。
吉田恵子君 快晴です。茅ヶ崎駅南口の花植え、よろしくお願
いします。
杉本行廣君 今日は久しぶりの卓話の当バカですが、課題が重
くて面白くお話できるか不安です。よろしく。
成田栄二君 杉本先生、卓話よろしくお願いします。本日例会
終了後、次年度委員会を開催します。よろしくお願いします。
横山 貢君 今週末は茅ヶ崎の三大イベント湘南祭です。真夏
日の予報ですので、皆様体調管理はくれぐれも。
大箭剛久君 会場監督としての責任から、食事２食分、完食し
ました。ごちそうさまでした！
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澤邑重夫君 スシを頂き、天ぷらをお残しし、電気ブランを頂
き、船にのり、両国でインタビューされ、ウサギに会い、カラ
オケを歌った一日でしたが、スモウの結果だけはなぜか覚えて
おりません。ということで、秋場所は個人的に行こうと思って
おります。
加瀬義明君 ポリオ撲滅キャンペーンお疲れ様でした。杉本先
生、本日の卓話よろしくお願い致します。
木村信一君 杉ちゃんいつもありがとうございます。池上先
生、おさらい会ありがとうございました。琴の音色で心が洗わ
れました。水嶋さんにも聞かせてあげたかったです。
岩澤淑江君 杉本さん、勉強させて下さい。先日、新緑の仙石
原にいってまいりました。新人のウグイスが初々しく鳴いてい
ました。箱根はまだ春です。
小澤雅彦君 家族旅行に参加して下さった皆様、一日中歩いて
大変おつかれさまでした。皆様のご協力をもちまして楽しい旅
行となりましたことをこの場をお借りして感謝申し上げます。
安武 勝君 杉本さん、卓話よろしくお願い致します。だいぶ
顔が黒くなりましたが、ゴルフではありません。毎日海岸の工
事でサーファーとともに焼けてしまいました。まだしばらくは
歌謡ので、お肌の手入れ気を付けなければ。
石田貴一君 杉本さん、卓話楽しみにしております。
熊澤孝之君 杉本先生の卓話、よろしくお願いします。ロータ
リーの定款等、一から勉強させて頂きます。会長・幹事・加藤
様始め大岡祭ポリオ募金活動参加の皆様、暑い中おつかれさま
でした。顔見せだけですみませんでした。
野中範郎君 5 月 26 日の湘南祭には湘南ガールコンテストの
審査員で参加しますので、みなさん観に来て下さい！
伊藤和明君 先週の家族旅行、小澤さんお世話になり、ありが
とうございました。楽しい１日でした。
［本日 23 件、31,000 円です］

卓話 杉本行廣会員
「手続要覧とクラブ定款・細則、諸規定について」
◆手続要覧
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修正出席率
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上・右）例会後、茅ヶ崎駅南
口にてペンタスの植栽をしま
した
下）卓話の杉本行廣会員

制定案と決議案は、規定審議会の開かれるロータリー年
度の前年度の 12 月 31 日までに RI 事務総長のもとに提出
されなければならない。但し、理事会が緊急性があると判断
した制定案は、審議会開催ロータリー年度の 12 月 31 日ま
でに事務総長に提案することができる。
賛成および反対の声明:クラブ、地区大会、RIBI の審議
会または大会、規定審議会、RI 理事会は審議会に提案され
た立法案について賛成、反対の声明を出すことができる。書
簡箋 1 頁以内で、審議会の 60 日前までに事務総長に受理さ
れなければならない。

ロータリー全般に関する基本的事項について、その方針

決定に反対:制定案と決議案採択に関する規定審議会の

や解釈、運営、手続などを記載した手引書。RI の規定審議

決定は閉会後 2 カ月以内に各クラブに送付される。反対表

会が 3 年毎に開かれて、諸規定の新しい制定や改正が行わ

明書式は、指示された日(事務総長の報告郵送後少なくとも

れるので、手続要覧も 3 年毎に改正発行される、ロータリ

2 カ月)までに事務総長の許に必着せねばならない。加盟ク

アン必読の書。

ラブ全部の行使し得る投票数の 10%以上の反対があったと

◆規定審議会

Council on legislation

きは、その効力は一時保留され 1 カ月以内に各クラブの郵

ＲＩの立法機関のこと。個々のクラブ、各地区大会、RI

便投票に付され、投票用紙明記の期日(郵送後少なくとも 2

唾事会、規定審議会、RIBI(グレート・ブリテンおよびアイ

カ月後)までに事務総長に届かなければならない。クラブが

ルランド内国際ロータリーのこと)または地区大会、または

投じうる投票数(審議会閉会に先立つ直前の半期人頭分担金

細則にさだめられている手続に従って RI 理事会によって

支払期日の会員数で各クラブは少なくとも 1 票、25 名以上

のみ提案された立法案を審議決定するため、3 年に 1 度、4

は 25 名ごとに 1 票、また端数 13 名以上に 1 票、また端数

月、5 月、6 月、に開催されるが、できれば 4 月に開催され

13 名以上に 1 票、但し、加盟が停止されているクラブを除

ることが望ましい。

く)の過半数の反対があれば一時保留の日より無効とされ、

各クラブ提出の立法案は、各地区大会または RIBI 地区
審議会で審議され地区内各クラブの承認を受けたこと、(時

過半数に達しなければ一時保留はなかったかのように 7 月
1 日より復活する。

間的余裕がないときは、ガバナー実施の郵便投票)により承

規定審議会の決定事項は直後の 7 月 1 日から発効する。

認されたことを明記したガバナーの証明書を添付しなけれ

規定審議会の採択された決議にかかわるすべての理事会の

ばならない

決定について、1 年以内に全ガバナーに通知される。

また、いかなる地区も、1 回の審議会につき 5 件より多
くの立法案を提出もしくは承認すべきではない。

