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本日の例会

次回３月２４日の予告

RC ソング「四つのテスト」

３月１０日の記録

出席報告

　全会員数　３０名　　　　  本日の出席者　２５名

　出席免除者５名( 出席 4 名) 　本日の欠席者　　４名

　出席率 96. 2 0％　　　　2 月 3 日の修正出席率 96. 6 3％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 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

お客様紹介 　本日はいらっしゃいません

卓　話【 私の仕事 】

宮　園　会員

卓話【 ﾛｰﾀﾘｰ財団 初級インフォメーション 】

八　百　会員

会長の時間 小　寺　会長

　　　　　　　「我等の生業」ＲＣソング

卓　話【 大相撲 行司の世界 】

芝　山　会員

●関西では「お水取りが済むまでは、まだまだ

寒い」とよく言われますが、今日はお水取りに

ついてお話しします。

お水取りとは、奈良県にある東大寺二月堂で毎

年行われる行の一つで、正確には「修二会」と

いい、毎年3 月1 日から14 日まで本行が行なわ

れ、終わるころには冬が明けていることから、

春を告げる行事とも言われています。

奈良時代から続く伝統行事で、752 年以来、一

度も途絶えることなく続けられています。

お水取りは、東大寺を開山した良弁の一番弟子

の実忠によって始められたと伝えられています。

旧暦の時代は2 月 1 日から実施されていたため、

2 月に修する法会という意味を込めて「修二会」

と呼ばれるようになりました。また、二月堂の

名もこれに由来しています。

修二会が始まった古代では、人々に代わって罪

を懺悔し、天下泰平や五穀豊穣を祈り、人々の

幸福を願う行事とされていました。



― ２ ―

委員長報告

また、行中の3 月 12 日深夜には、「お水取り」

といって二月堂にある若狭井という井戸から観

音様にお供えする「お香水」を汲み上げる儀式

が行われます。これが修二会が「お水取り」と

言われる所以となりました。

また、この行を勤める練行衆の道明かりとして

毎晩行なわれる「お松明」は、長さ約6ﾒｰﾄﾙの

巨大松明を童子と呼ばれる人が担ぎ、練行衆は、

その松明の火を道明かりとして二月堂へ入り、

深夜まで祈りを捧げます。

練行衆がお堂入りした後、燃え盛る松明は舞台

の欄干に揚げられるが、これがお水取りの中で

最も有名な「お松明」と呼ばれる場面で、降り

落ちる火の粉が無病息災をもたらすと言われて

いることから、沢山の参拝客が集まるようです。

■雑誌広報委員会／咲　山 委員長■

 ロータリーの友誌３月号のご紹介

高　松　幹事幹事報告

●2014 年 10 月のRI 理事会決定で行動規範に再

度変更が加えられ、新しい「ロータリーの行動

規範」が届きましたので各位の棚に配布してい

ます。

三重野　副幹事次期幹事報告

　本日例会終了後、第1 回次期理事会を事務局

にて開催しますのでお集まりください。

 第 1  回次期理事会開催のご案内

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／中野ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長、本日のイン　

　　フォメーション宜しくお願いします。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／中野情報委員長、インフォメー

　　ションご苦労様です。

中村副会長／中野情報委員長、インフォメー　

　　ションご苦労様です。

高松幹事／本日のインフォメーション楽しみに

　　しています。

　　会員の皆様いつも有難うございます。

江口会員／中野委員長インフォメーションご苦

　　労様です。

　　今野会員にいつもお世話になり感謝。

橋本会員／中野委員長、インフォメーションご

　　苦労様です。

市平会員／阪上先生、リンゴ有難うございます。

　　中野委員長、卓話、楽しみです。

今野会員／中野委員長のインフォメーション、　

　　期待しています。

　　江口様に写真を頂き感謝。

城戸会員／上松瀬様、橋本様いつも有難うござ

　　います。

　　中野委員長、本日のインフォメーション、　

　ご苦労様です。

　　阪上様よりリンゴを頂き有難うございます。

上松瀬会員／中野委員長、本日のインフォメー

　　ション、ご苦労様です。

北野会員／中野情報委員長、インフォメーショ

　　ン、ご苦労様です。

　　結婚記念日祝いを頂き有難うございます。

松永会員／中野委員長、インフォメーション、ご

　　苦労様です。

三重野会員／地区研修協議会に協力宜しくお願

いします。

　　中野委員長、卓話、ご苦労様です。

宮園会員／入会式、有難うございました。

中野会員／本日のインフォメーション、分かり

　　づらい話となりますことをお許しください。

　　江口様に写真を頂き感謝。

沼田会員／中野委員長のお話、楽しみにしておりま

　　す。

　　ホワイトデー、ご丁寧に有難うございます。

阪上会員／中野委員長、本日のインフォメー　

　　ションご苦労様です。

咲山会員／中野ロータリー情報委員長、インフォ

　　メーションご苦労様です。
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佐竹会員／インフォメーション、中野委員長、　

　　お疲れ様です。

　　阪上さん、りんごを有難うございます。

寺山会員／中野ロータリー情報委員長、本日の

　　インフォメーション、ご苦労さんです。

戸松会員／中野ロータリー情報委員会委員長の

　　インフォメーション宜しくお願いします。

　　阪上会員の各自への青森リンゴ頂き有難う

　　ございます。

 累計　1,293,000  円

インフォメーション

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会／中　野　委員長

地区研修・協議会情報規定部門資料　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　2014.4.27

2014 ～ 2015 年度地区情報規定委員長 塩路 良一

（赤字：必須　青字：重要　緑字：参考）　　

Ⅰ．ロータリーの目的（旧綱領）【クラブ定款第

４条 手続要覧202 頁 ＲＩ定款第４条 】

　ロータリーの組織規程

　　ＲＩ定款・ＲＩ細則・標準ロータリークラ

　　ブ定款　の３つ

　　これらを補完　○○（クラブ名）ロータリー

　　クラブ細則　ロータリー章典

　　ウェブサイト「ロータリージャパンhttp://

　　www.rotary.or.jp/」から入手可。

　　ロータリー章典は英語表記なのでhttp://

　　www.rotary.org から入手可。　

Ⅱ．地区

　地区とは、管理の便宜上設けられた一定の地

理的な地域内にあるロータリークラブのグルー

プ（中略）。個々のロータリークラブがロータ

リーの目的を推進するのを助けることを唯一の

目的とするもの（後略）

　【ロータリー章典17.010.1　手続要覧21 頁】

　地区ガバナーは、（中略）その地区におけるＲ

Ｉの役員である。ガバナーはその地区内のクラ

ブに対する指導と監督を行うことで、ロータ

リーの目的を推進する任務を課せられている

（後略）。【ＲＩ細則15.090　手続要覧21頁】

ガバナー任務に追加「クラブの定款・細則が、

組織規定を遵守していることを確認する。」

【13 －86 採択　ＲＩ細則15.090　手続要覧187

頁　ガバナー要覧】

　地区委員会：主な職務は（ガバナーの任命に

より）クラブと地区の特定の活動や機能を支え

ること。【地区委員会の手引2 頁 手続要覧29

頁】　ガバナーから委嘱状

　地区情報規定委員会：ＲＩ規定審議会決議を

解説・伝達→指示命令ではありません。

Ⅲ．クラブ定款

　すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採

択しなければならない。

【ＲＩ細則2.040　手続要覧3 頁】　加盟認証状

　本定款は（第2 条第3 条を除き）ＲＩ規定審

議会によってのみ改正できる。

【クラブ定款第19 条　手続要覧213 頁】

◎２０１３年ＲＩ規定審議会決議による改正：

２０１３年７月１日から発効

定款変更部分；

第４条「綱領」→「ロータリーの目的」日本語

　訳が口語調に変更された

第５条「五大奉仕部門」新世代奉仕→青少年奉

　仕　13-69

第６条「会合」衛星クラブ  13-32

第７条「会員身分」

  第３節「正会員」家事専業者等ＲＩ細則で

　　13-41　13-43

　第４節「移籍・元ロータリアン」 13-08　　　

　　13-49　13-31　13-52

第９条「出席」

　第１節「メークアップ」クラブ奉仕12 時間　

　　13-12

  第３～５節「出席規定免除」85 年規定の65 才
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　　条件削除　健康上免除を１年以上可に

　　その他の免除特認（１年以内）者含め出席

　　率不算入拡大　　13-22　13-23　13-27　　

　　13-28

　　RI 役員配偶者ロータリアンへ準用 13-27　

　　地区協議会を地区研修・協議会と名称変更

　　13-58

第 10 条「理事および役員」

　第４節「役員」幹事を必ず理事会メンバーに

　　13-02

    副会長・会場監督を置かなくても良い 13-03

    会長選出時１年以上在籍条件  13-06

第 12 条「会員身分の終結」

　第４節　終結することがある→ことができる

　　　13-14

　第５節　理事会全員の2/3 →出席した理事会

　　メンバーの2/3  13-48

第 14 条「ロータリーの雑誌」電子版購読可  　

　13-119

　　　　　　

◎クラブ定款を印刷してクラブ会員へ配付する

に際し　

１．第２条第３条記入

２．Ｅクラブ衛星クラブ専用部分をカット　　

　　（Ｅクラブの場合は逆）

３．さらに省略可と思われるところを勘案して

　　カット（参考例下記）

　　省略する場合でも、条（節）番号と表題名、

　　を残すとよい　

第１条　定義

第６条　会合のうち衛星クラブ関連　

　第１節(d)　

　第２節(b)　

第７条　会員身分のうち

　第４節  移籍ロータリーンまたは元ロータリ

　　アン

　第５節　衛星クラブ会員

　第６節　二重会員

　第８節　公職に就いている人

　第９節　ＲＩの職員

第９条　出席のうち

　第２節　転勤による長期の欠席

　第４節　ＲＩ役員の欠席

第10 条　理事および役員のうち

　第６節　本クラブの衛星クラブの組織運営

第12 条　会員身分の存続のうち

　第９節　資産関与権の喪失

　第10 節　一時保留

第13 条　地域社会、国家、および国際問題

第16 条　仲裁および調停　

Ⅳ．クラブ細則

クラブ定款第17 条に「定款の追加規定として細

則を定める」意が、さらに「ＲＩの定款・細則、

ロータリー章典、クラブ定款、（及び地区の諸規

定）と矛盾しない細則を採用しなければならな

い」と定められています。

「本細則は推奨にすぎない。クラブ細則は、クラ

ブの慣習と手続きを盛り込み、標準ロータリー

クラブを補足するものとして使用すべきである」

意が、推奨クラブ細則第１条の注記に記載され

ています。　手続要覧217 頁

 ◎以下の項目についてクラブ定款の中で 「細則

 で定める」 と定めています。

①例会を毎週の定められた日および時間に

　※　クラブ定款第6 条

②年次総会を毎年12 月末日までの定められた日

　に※  同上

③理事会を定められた構成（人数）に

　※  クラブ定款第10 条

④副会長・会場監督をクラブ役員として置くか

　どうかを定め、さらに

　会計・会場監督を理事会メンバーにするかど

　うかを定める 同上

⑤会長選挙を就任18 か月前～２年前のうち定め

　る日に  同上

⑥入会金（額）年会費（額）と支払期日を定め

　る  クラブ定款第11 条

⑦細則を改正するための条文を定める

　※  クラブ定款第17 条

⑧役員（理事）を選挙する手続きを定める

　※　推奨クラブ細則第３条注記

⑨新会員を選考する手続きを定める

　※  推奨クラブ細則第10 条注記

　※議決のための定足数を定める   推奨クラブ

　　細則第1 条注記

　

細則で「幹事を理事会メンバーにしない」と定

めていたクラブは、自動的に「幹事を理事会メ

ンバーに加える」に改められました。

この部分だけなら、改正手続（議決）は必要あ

りません。

 ◎ＣＬＰ関連で2007  年から推奨された項目



①委員会構成：従来の五大奉仕が「活動の理念

　と実践の枠組み」とされ、あらたにクラブの

　常任委員会としてクラブ管理運営、会員増強、

　広報、奉仕プロジェクト、ロータリー財団、　

　（日本では米山記念奨学会を加える必要あり）

　その他の委員会は「設けることができる」と

　されました。

②企画会議：会長エレクトは、任期が始まる前

　に次年度委員（長）を任命して、次年度理事

　会メンバーで構成する「企画会議」（プレ理事

　会）を設ける責務がある、とされました。

③委員の任期：継続性を保持するため可能であ

　れば同じ委員会を３年務める、とされました。

 ◎ 2013  年からクラブ細則で推奨された項目

①奉仕部門、委員会の任務、出席義務規定の免

　除、議事の順序、の４条文が削除されたほか、

　全体に記述が簡略化されました。

②定足数の例記が、第１条４項へまとめられま

　した。

③理事選挙の例記が、空席となっている理事と

　改められています。

④会場監督（ＳＡＡ）の記述が削除されていま

　す。

⑤会長のぞく役員の任期が、任意に設定しやす

　い記述になりました（会長の任期はクラブ定

　款で１年に定められています）。

⑥クラブ会費を年２回納入の記述が削除され、　

　入会金をゼロにすることもできる、の注記が

　挿入されました。

⑦委員会名のうち、公共イメージ委員会が広報

　委員会に戻されています。

⑧クラブ資金について、銀行が金融機関に、検

　査が監査に改められ、クラブの年次財務報告

　をクラブ会員に配布する、が加えられました。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

ハイライトよねやま 180号　(3月12日発行）

ホームカミングの学友が各地区行事で活躍

　「ホー

ムカミン

グ制度」

は、活躍

する米山

学友を各

地区が招

き、その

活躍ぶり

をロータリアンに広く紹介していただく制度で

す。地区でお世話いただいた学友だけでなく、

他地区出身の学友、日本国内在住の学友も対象

になります。2 月中旬から各地区で開催された

地区大会などに、この制度を通じて続々と学友

が招かれ、交流を広げて、ロータリーとの絆を

深めました。

第2580 地区（東京・沖縄）の招へいで来日した

のは、タイ米山学友会初代幹事のブサコーン・

ホンヨックさん。2 月 17 日の地区大会、翌18 日

の奨学生期間終了式に出席したブサコーンさん

は、多くのロータリアンや奨学生と笑顔で交流

しました。自らが実践する「四つのテスト」の

教えや職業奉仕など、ロータリーへの深い理解

と感謝を述べたそのスピーチは、大きな感動を

呼びました。

第2760 地区（愛知）の地区大会には、同じく

タイ米山学友会で活躍するアヌチャー・ボリ

ブーンさんが出席。2 月 22 日に登壇して活動報

告を行いました。アヌチャーさんは同地区出身

ということもあり、世話クラブの豊橋北RC の例

会に参加し、カウンセラーをはじめ同クラブ会

員との旧交を温めるなど、“里帰り”を満喫しま

した。

また、第2730 地区（鹿児島・宮崎）で3 月 7 ～

8 日に開催された会長エレクト研修セミナーに

は、よねやま親善大使の楊小平さんが招かれ、

スピーチを行いました。

3 月・4 月も、第2500 地区（北海道東部）のＩ

Ｍにジャンチブ・ガルバドラッハさん（モンゴ

ル）と崔一信さん（韓国）、第2700 地区（福

岡・佐賀・長崎）の地区大会に謝億榮さん（台

湾）など、「ホームカミング」で来日する米山学

友がスピーチを行います。参加される皆さまは、

ぜひ彼らのスピーチに耳を傾け、温かい拍手を

お願いします。

―５―



近隣クラブ例会変更

3月 19 日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30

3月 21 日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

3 月 24 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

当クラブ／3 月 31 日例会は休会です。

3月26 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

3月27日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

4 月 16 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

モンゴル米山学友会が設立1 周年

　3 月 1 日、モンゴル米山学友会の創立1 周年記

念総会がウランバートル市で開催されました。

総会には学友26 人のほか、第3450 地区ガバナー

補佐をはじめモンゴルのロータリークラブ会長、

在モンゴル日本国大使館の菊池参事官、ローター

アクトクラブ代表など、合わせて36 人が参加。

活動・収支報告、新会員紹介、日本のロータリ

アンや奨学生から寄せられたメッセージが披露

され、総会は大いに盛り上がりました。

また、日本のオーガニック肥料生産工場を設立

し、フレーRC 会員にもなったペレンレイ・ツェ

レンミンジンさん（2001-02 ／寝屋川RC）、新モ

ンゴル工業高等専門学校の設立に尽力し、校長

となったシルネン・ブヤンジャルガルさん

（2010-11 ／成田RC）の2 人が、「今年度最優秀

会員」として表彰されました。

　この1 年間、学友3 名が新しくモンゴルの

RC・RAC に入会したほか、RC・RAC との関係強化

に務め、いくつかのプロジェクトにも協力しま

した。日本から多くのロータリアンがモンゴル

へ来訪くださいましたが、私たちはその都度、

恩返しの心を込めてお迎えしました。これから

も、若く、そして元気

あふれる会員が心を一

つにし、絆を大切に活

動していきたいと思い

ます。最後に、モンゴ

ル米山学友会の会員が

現在50 名を超えたこと

を、日本の皆さんへ喜

びの気持ちとともにご

報告いたします。

　　　―― 会長 ジャンチブ・ガルバドラッハ

初めて米山カウンセラーとなって

　卒業シーズンの3 月は、各地区で奨学生の終

了式が開催されています。米山奨学生のカウン

セラー、そして、世話クラブの皆さまにとって

どのような1 年だったでしょうか。第2660 地

区大阪ネクストロータリークラブ会員で、初め

てカウンセラーを引き受けたという西村恵一氏

から寄せられた、今の気持ちと奨学生へのはな

むけのメッセージを紹介します。

　自分は時

間的にも結

構自由やし、

やらせても

らいますっ

て米山奨学

生のカウン

セラーにな

りました。

なんにもし

てあげられ

なかったけ

れど、一年間ありがとう。なんにもしてあげら

れなかったけれど、僕は、子どもを持った親の

気持ちがわかったような気がしています。

僕は20 代の時、ロータリークラブのGSE という

プログラムでアメリカに行かせてもらって、ほ

んとにかけがえのない経験をさせてもらって、

このご恩をいつか返したいと思ってました。

日ごろ親から、「ひとの役に立つことせぇ」と、

言われてんねんけど、ぼやぼやしとったら10 年

20 年ぼろくそに過ぎよる……。今日は「感謝状

もろたで」言うたら、母も喜んでくれるでしょ

う。

　張雪晴さんへ。「これから進学も決まり、まだ

まだ大変やと思いますが、僕があなたに願うこ

とは、からだに気をつけて過ごしてほしいとい

うことだけです。僕も少しでも成長していきた

いと思っています。これから一緒に成長してい

きましょう。これからは、少しはあなたの力に

なれるようにがんばりますので、困ったときは

いつでも相談してください。あなたに出会えて、

ほんまのほんまに幸せです」。

―６―


