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ロータリーへ感謝 

本日の例会 米山記念奨学生卓話           次回例会 会員卓話（チャーターメンバー）富田耕司 会員 

《第 2 回クラブフォーラム》 

 

松田信哉 定款細則改定委員 

 

佐世保北

ロータリー

クラブは、

1984 年（昭

和 59 年）4

月 16 日創

立 さ れ 、

1984 年（昭

和 59 年）5月 14 日 RI の承認をうけました。そして、

我がクラブは、国際ロータリー2740 地区に属してい

ます。 

そして、国際ロータリーに加盟しているすべてのク

ラブは、今後のあらゆる改正と含め、標準ロータリー

クラブ定款を採択しなければなりません（国際ロータ

リー細則第２条 2.030）。そこで、各クラブが独自で

変更は出来るのは、「クラブ名」と「所在地域」のみ

となっております。 

標準ロータリークラブ定款は、3 年に 1 回開催され

る規定審議会の審議を得て 2019 年に発行されていま

す。それに基づき、定款細則も見直しが求められます。 

本来であれば、2019 年度の蒲池年度内で審議して採

択すべきでしたが、新型コロナウィルスの感染拡大の

ために、審議が遅れました。 

 そこで今日のクラブフォーラムで、我がクラブの定

款細則について考えてみましょう。 

 今回の標準定款の主な改正点は、 

①例会の日数の緩和、 

②職業分類の規定の削除  

③メークアップの制限の緩和 です。 

我がクラブについても、標準定款の規定に従い細則

も同じようにすべきかですが、これまでの我がクラブ

の慣例に則り、例会もこれまで通り毎週行い、メーキ

ャップも、 

「欠席した該当例会の前14日または後14日以内にメ

ークアップを行わなければならない。」という規定を

設けたいと思います。 

また、今回の新型コロナウィルスの感染拡大等によ

る休会も踏まえて、「緊急休会」の規定を設けました。 

 事前に、定款細則委員会及び理事会で協議を行いま

したので、会員の皆様のご意見をよろしくお願いいた

します。 

 
中村祐二 会員 

Ｑ.コロナウイルスの感染拡大で 3月頃から例会が中

止になったり時間変更になったりしましたが、定

款細則には記載されているのでしょうか？ 

Ａ→緊急事態宣言で想定外の出来事になりますので、

結論から言うと、細則に盛り込むことはできませ

ん。今回は異例中の異例としてご理解頂き通常に

戻れば規定通りとなります。 

  

三谷秀和 会員 

Ｑ.国際ＲＣは月に 2回の例会に変更したのはどうい

った目的があるのでしょうか？ 

Ａ→定款のＰ2 第 7 条の項目に記載されています。 

 

田中博徳 会員 

Ｑ.ロータリーの 3大義務はどこに記載されています

か？ 

Ａ→現況報告書に新入会員心得というのがあります

が、国際ＲＣの定款の中に記載されています。Ｐ4
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【本  日】 会員数42名  出席 25名  欠   席  6名   出席規定免除会員 （11） 出席 5名  ビジター0名 出 席 率  --.--％

【前々回】会員数 42 名   出席  23 名 メークアップ--名   出席規定免除会員（11）出席 5 名          修正出席率   --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



の第 10 条の 1 節に出席義務や会費の納入等記載さ

れています。また、第 15 条の 1 節で会員は機関雑

誌を購読すると記載されています。 

 

緒方信行 ガバナー補佐 

2740 地区では月 2 回の例会を従来通り開催し、当

クラブは今まで通りロータリーの原則に従って例会

を行っていく方向です。また、理事会は最高決定権が

ありますので、理事役員は責任感を持って理事会にで

きる限り参加して頂きたいと思います。 

 

近藤竜一 会長 

この定款細則を理事会で決定して 11 月末の年次総

会で承認をすることになります。時代に即した内容で

いいのではないかと思います。新入会員にとてもわか

りやすい資料を作成して頂き、松田委員長にはとても

感謝しております。 

 

 
《会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

 

先週は、渡

会会員にお

願いして裁

判所の見学

に行きまし

た。新築の裁

判所は、たく

さんの光が

差し込み、清潔感あふれるスマートな造りになってお

りました。裁判所の組織、裁判の流れ、各フロアーの

役目等いろいろ教えていただきながら、実際の刑事事

件の裁判を見学する事もできました。大変勉強になり

ました。 

今回の見学は、渡会会員に弁護士としてお願いした

わけですが、ロータリーの良さは、会員全員が、高い

専門知識を駆使してお仕事をされております。何か困

りごとがあれば、専門知識を持たれる会員の誰かに相

談することができ、解決できる所にあると思います。

我々ロータリアンは、専門性の高い職業を通して、社

会に貢献しているということを、誇りに思いながら進

んでいければと思います。 

 

第 2740 地区 地区社会奉仕委員 峯 徳秀 君  

第 2740 地区 地区 RLI 研修会員 野口好太郎 君 

に第 2740 地区での活動報告をお願いしております。 

 
 

 

 

《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

1． 例会変更 

 

・伊万里ＲＣ 

10 月 30 日（金）臨時休会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

（定款第 7条第 1 節により） 

12 月 11 日（金）18：30～ 

ロイヤルチェスターホテル伊万里（夜例会のため）  

（新型コロナウイルス感染拡大がなければ開催） 

 

・佐世保ＲＣ 

10 月 28 日（水）12：30→18：30～ 

レオプラザホテル佐世保（70 周年タイム夜例会） 

11 月 11 日（水）12：30→18：30～ 

レオプラザホテル（例会及び新会員歓迎懇親会） 

 

・佐世保東ＲＣ 

11 月 12 日（木）12：30→11 月 8 日（日） 

梅ヶ枝酒造（職場訪問のため） 

11 月 19 日(木)12：30～→18：30～ 

ホテルオークラ JR ハウステンボス 3 階「さくら」 

(夜例会のため) 

11 月 5 日（木）、11 月 26 日（木）休会 

（定款第 7条第 1 節により） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ  

11 月 10 日（火）12：30～ 

ホテルヨーロッパ「吉翠亭」（例会場使用不可） 

11 月 24 日（火）12：30→18：30～ 

ホテルヨーロッパレンブラントサロン（夜例会） 

 

２．来 信 

 

・ガバナー事務所 

 2640 地区世界ポリオデー活動について（ご報告） 

 

・公財）米山記念奨学会 

 ハイライトよねやま Vol.247 

 

３．伝達事項 

 

 ①本日、皆さんのセルフＢＯＸへ第３回理事会

までの議事録を入れております。 

②次週 11/2（月）は休会となっております。ま

た、次回例会は 11/9（月）米山記念奨学生レ

ーチュンハイ君卓話です。第２週例会ではあ

りますがお昼の例会となっておりますのでお

間違いのないようお願い致します。 

 



IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 中島閏二） 

本日の合計  25,000 円    累計 278,000 円 

《委員会報告》 

茶村亜子 国際奉仕委員長 

今年度の国際奉仕委員会の取り組みとして、文房具を

発展途上国へ送らせて頂きたいと思います。11 月い

っぱいが期限です。11 月は 3 回しか例会がございま

せんのでご協力の程よろしくお願い致します。 

 

三谷秀和 ロータリー財団・米山記念奨学委員長 

10 月は米山月間です。友の会より永田会員、平石会

員、近藤会員、松田(信)会員を予定しております。個

人の寄付は、藤井会員、緒方会員、渡会会員、船津会

員、三谷会員で予定しております。10 月 30 日送金予

定です。11 月は財団月間です。1,000 ドル/1 名を予

定しており、今月現在のロータリーレートによるので

金額が決定しておりません。寄付予定の方は改めて連

絡します。よろしくお願い致します。 

 

《地区委員報告》 

峯 徳秀 地区社会奉仕委員 

本年度地区社会奉仕委員会では、テーマを「社会奉

活動を通してロータリーの公共イメージと認知度を

向上させよう」とし、以下３事業を計画（実施）して

います。 

①「ロータリーデイ」看板・のぼりの製作・掲出につ

いてロータリーの公共イメージ・認知度向上を目的

とし、各クラブへのご協力をお願いした。 

②地区内各クラブの社会奉仕活動実績・予定につい 

 て 

  各クラブにご協力頂き、集計結果を各クラブへ報告

した。 

③「ひとり親家庭支援」について 

 地区内各クラブにご理解を頂くべく、地区社会奉仕

セミナーを２月に開催の予定 

 

野口好太郎 RLI 研修委員  

先月の 26 日 27 日と今月 25 日と地区で行われまし

た世界 400 地区以上共同プロジェクト ロータリー・

リーダーシップ研究会（RLI)に参加させていただきま

した。 

25 日は最終日という事もあり（2700 地区古賀ガバ

ナー）（2740 地区花島ガバナー）、（塚崎ガバナーエレ

クト）に熱い激励をいただき素晴らしい緊張感の中フ

ァシリテーターでセッションさせていただきました。 

当初は、3 日間の研修予定とお聞きしておりました

が、皆さんの熱い気持ちで来年 6 月まで同じメンバー

でやりたい！との意見も多くあり一致団結で延長す

る事になりました。 

6 月以降は、地区で委員会を立ち上げる予定になっ

ておりますので私も委員会の方に誘っていただける

よう残りの 8 カ月間頑張っていきます。 

《ＲＩ情報》 

パスポートクラブ 

地域社会や職業人のニーズが変わりゆく中で、ロー

タリークラブも進化しつづけています。新クラブや既

存クラブの中には、革新的な「パスポートクラブ」の

モデルを導入し、柔軟で多様な経験を会員に提供して

いるクラブもあります。 

パスポートクラブとは 

パスポートクラブとは、以下の方法で会員に柔軟な経

験を提供しているロータリークラブです。 

 ・定期的にほかのクラブの例会や活動に参加するこ

とを会員に奨励 

 ・出席方針を緩和 

 ・さまざまな方法で例会を実施 

新クラブも既存クラブも、パスポートクラブのモデ

ルを導入するかどうかを検討し、上記のすべて、また

は一部を採用することができます。クラブ名に「パス

ポートクラブ」を入れる必要はありませんが、適宜、

クラブ細則を修正する必要があります。 

パスポートクラブもロータリークラブです。このた

め、会長、理事会、委員会が設けられ、会長エレクト

をはじめとする次期役員は、PETS や地区研修・協議

会などの研修に出席します。また、会員は、地区や国

際レベルの行事に出席するなど、自分の関心にあった

方法で積極的に参加することが奨励されています。 

（詳しくは、My Rotary をご覧ください） 

 

 

《ニコニコボックス》  

戸畑教幸 親睦活動委員 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、小西研一 副幹事 

本日は定款細則改訂委員会による第二回クラブフォ

ーラムです。皆様活発なご討議を期待しております。

松田委員長、宜しくお願いします。 

 

平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 

緒方信行君 宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 

村瀨高広君 松永祐司君 公門新治君 船津 学君 

西沢 寛君 茶村亜子君 村上英毅君 戸畑教幸君 

田中博徳君 二ノ宮 健君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君 

本日の卓話は定款細則改訂委員会によるクラブフォ

ーラムです。クラブ運営に関する大事な事ですので、

会員一同しっかり勉強させていただきます。松田委員

長宜しくお願いします。また本日は松尾幹事が欠席で

すので、小西副幹事よろしくお願いします。 

小西さんの方が良かったなと思うような進行を楽し

みにしております。次の幹事期待しております。 


