
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本日は国際ロータリー262０地区、地区幹事の 

中村皇積 様朝早くよりお越しいただき有難う 

御座います。ロータリーの事でしたら知らない事 

は無い位の知識をお持ちの方です。今日はたっぷり 

卓話をして頂きまして、又質問もお引き受け願うと 

いう事で宜しくお願い致します。 

またビジターとして浜松ロータリーから佐藤育男 

様もお越し頂いております。先日私も浜松ロ―タ 

リーを拝見させてもらいましたが、ロータリーに 

よってやり方が色々と違います。私たちパワーが 

いつもやっている事が当たり前かというと全く当 

たり前では無いのです。皆さんもお時間が有れば 

他のロータリークラブへメーキャップで例会に 

是非参加までしてその違いを感じて来て下さい。 

これを私は非常に良い事だと思います 

昨日、静岡に行きまして清水文化会館マリナート 

で「米村でんじろうさんの不思議な実験室」を見て来

ました。マリナートも PFI形式で当社の方で運営管理

をさせてもらっております。今科学館でも「感覚の迷

宮」という特別展をしてますが米村でんじろうさんは

全国区でとても有名です。やはり入場料はあちらの方

が高く８００円です。 

内容はほぼ変わらないかなと拝見をさせてもらいま

した。その中で一番凄いなと思ったのは、サイエンス

ショーでの空気砲。この空気砲というのが米村でんじ

ろうという名前入っていて 1,500 円で売ってました。

それを昨日私が会社へ帰って来てからちょっと作っ

て見たら割りと簡単に出来てしまい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田木会長制作「 空気砲 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でんじろう名入りが 1,500円で売れるなら、浜松科学

館製でももう少し丁寧に作れば 750 円位でも売れる

かなと、ちょっとセコイ事を考えてしまいました。 

空気というのは科学的には面白い事で空気が無かっ

たならどうなるのだろうと言うと。変な話し、空気を

読めない人がいなくなるとかそんな下らない事では

無くて。重力と合わせて今浜松科学館でもその空気に

関して色々行っています。 

この空気砲でも匂いを入れましてレモンの匂いなど 

パンパンしながら匂いを嗅いでもらう、最後に臭い 

匂いを入れて嗅ぐパターンになっております。 

同時に科学館、静岡のイベントで行ってますけど 

「錯覚」という「錯視」という間違って見てしまう 

事がありますが、色んな表現で俺が見たと、俺が見 

たんだからという見た事が非常に違ってる場合があ 

るという事で、今色んな世の中の情報がこう行き 

かってますけど自分が見たからと信じていても 

実はそれは見たのではなく間違って見てる場合が 

あると言う事を少し考えないといけないのかな 

と思ます。 

多少年を取って来て目も悪くなって来ますとやはり 

見えなくなるんだなと感じました。皆さんはまだ若 

いですけど、自分の思っている事だけを信じない様に 

宜しくお願い致します。 

 

■会場：オークラアクトシティホテル浜松 3階 チェルシーの間 

■司会：龍谷義行 寺田洋平 ■点鐘：小田木基行 ■週報：田渕邦彦 

■ロータリーソング：手話「希望のエナジー」  

■ゲスト：国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2620地区 2019-20年度地区幹事 中村皇積様 

米山記念奨学生 サイ・ピョー・ミエン・マオさん 

■ビジター：浜松 RC 中日新聞取締役東海本社代表 佐藤育男様 

 

 

① 中野敬司 

② 出席部会 

③ 坂井光藏 

会員数 78名（内出席免除会員 2名） 

出席数 66名 出席率 86.84％ 

前々回出席率 84.21％ 

RI会長 ﾏｰｸ･ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ /第 2620地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 安間みち子 /会長 小田木基行 /幹事 堀内善弘  

〒430-7733 浜松市中区板屋町 111-2 ｵｰｸﾗｱｸﾄｼﾃｨﾎﾃﾙ浜松 4307 号室 Tel:053-452-0800 

Email:info@power-hamamatsurc.jp  http://www.power-hamamatsurc.jp 

創立：2002 年 10 月 22 日  認証伝達式：2003 年 4 月 29 日 スポンサークラブ：浜松中ＲＣ 

ニューパワーを発揮してみんなでつながろう 
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先に行われました 8月 20日プラネタリウム例会 

 有難う御座いました。先立つ事この日に浜松西ロー 

タリークラブさんと遠鉄百貨店の前でポリオ撲滅の 

募金活動を行いましたがあいにくその時に限りど 

しゃ降りの雨が降って来まして 20分位で募金活動 

の方は終了せざるを得ませんでした。 

結局 7,300円位一般の方から御協力頂きましたが 

もう少し皆さんのお気持ちもプラス出来ればと思い 

今日募金箱を回させて頂きます。 

  今年は他のクラブさんと合同で色々な事を行いま 

す。早速募金活動と科学館のプラネタリウム見学を浜 

松西さんに来て頂き、非常に良かったと思います。 

月次色んな活動が有りますので又ご協力をお願いし 

ます。 

皆さんのレターケースに入って御座いますが地区大 

会のご案内が来ております。今日は地区幹事もお見 

えですので色んなお話しが聞けると思います。 

先ずは地元でハーモニーさんがホストクラブ、うちパ 

ワーがコホストクラブという事で全面的に協力して 

行かねばなりません是非多くの人の協力をお願いし 

ます。登録は全員登録を行います。前年の以降に入 

られた新入会員の方については少し登録料が安く 

なっております。是非合わせて本大会には多くの方 

に出て頂く様お願い致します。 

メインの大会の方は一般の方は４日になりますが 11 

月 3・4日とスケヂュールを充分にお目通し頂いて 

、出欠の方は副幹事の村田さんと今年度地区副幹事の 

諸星さんの方へ連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲野清治さん 

  8月 9日で 62歳になりました。 

60、還暦になった時に自分の事を 

私って呼ぼうと思ったけど、２年 

経ってもいまだに違和感がありま 

して、自分の事を僕と言ってしま 

います。そう言う気にしている事 

で私の事を僕って言った時は、そう思っているんだな 

と思ってもらえればと思います。此れからも宜しくお 

願いします。 

  

寺田洋平さん 

  8月 13日で 43歳になりま 

した。20代最初の頃から痔が有 

りまして、20代 30代病院に行 

くのが恥ずかしくて我慢してた 

んですけど 40過ぎてから今年 

になって勇気だして病院に行っ 

て、ちょっと酷いという事で 12月に手術をする事に 

なりました。今から緊張してますけど頑張って来ます。 

  

豊田充孝さん 

 8月 16日で 52歳になりま 

した。丁度先々週なんですけ 

どお盆の週だった事も有りま 

して取材してましたベトナム 

ホーチミンの方に一週間程行っ 

て参りました。昔のまだ残っ 

ている駐在員、ベトナム人の友人にお祝いをしても 

らいました。ベトナムは今日本でいう高度経済成長 

真っただ中におりまして、非常に元気がいい感じで 

平均年齢も 27.5歳位と思いますけど、非常にエネ 

ルギーを貰って帰って来ていい旅になりました。 

その思いを持ちながら夏も終わりますが頑張って行 

こうと思っております。よろしくお願いします。 

 

松島弘明さん 

  8月 16日で 44歳になりまし 

た。大きい病気もせずに一年間 

何とか過ごして来れましたので 

来年 45歳一年間元気で迎えら 

れる様に健康には気を付けて行 

きたいと思います。 

  

中野敬司さん  

８月 25日で 69歳になりました。 

健康で仕事が出来る幸せを感じ 

ている今日この頃です。先週は 

科学館で沢山の方にお祝いをし 

て頂きました。有難いなあと思 

っております。健康で又一年間 

頑張りますので宜しくお願い致します。 
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ゴルフ同好会 近藤雅彦さん 

  今日レターボックスの方に入れさせて頂きました 

けど 10月 14日第５グループの親睦ゴルフ大会、当 

クラブとしても青空例会を同時開催という事で案内 

をさせて頂きました。10月 14日浜名湖カントリーク 

ラブです。11ロータリーで出て来ますので団体戦も 

行います。なるべく沢山の方に出て頂きますと団体戦 

も優位になるという事で是非ご応募をお願いしたい 

と思います。9月 23日私共の青空例会開催致します。 

 残り僅かとなってきましたので是非お早めにお申込 

みを頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  段々長くなりますが取りあえず復習を皆さんで覚

えていられるかという事でしてみたいと思います。 

「皆さん、おはようございます。初めまして、今日は 

宜しくお願いします。あなたの名前は何ですか？ 

（何ですかの時に首を傾げます。）私の名前は坂井で

す。」前回は「あなたの趣味は何ですか？」今日は「私 

の趣味は読書です。」読書（本を読む）、ゴルフ（スイ 

ングする）、釣りの人はリールを巻いている姿で良い 

そうです。覚えて下さい。大分覚えて来たと思います。 

有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席部会「出席の重要性について」 
 

「例会出席の意義について」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国際ロータリー第 2620地区 2019－20年度地区幹事 

中村 皇績 様（浜松ハーモニーロータリークラブ） 

 

 改めまして皆さんおはようございます。 

常日頃パワー浜松ロータリークラブ様には大変御世話 

になっております。有難う御座います。小田木会長も 

科学の力を身に付けて益々パワー溢れてるなあと思っ

ております。今日は「出席の意義」次第では「出席の

重要性」と書いてありましたが同じ事で御座いますの 

で少しお話しさせて頂きます。本年度は地区運営方針 

地区目標として地区委員の卓話派遣という制度、取組 

を試みとして行っております。堀内幹事から今日この 

内容で是非卓話をお願いしたいという事で私が適任か 

どうか解りませんけども、今回規定審議会があった 

事ですし、そのお話しをさせて頂こうと思ったしだい 

で御座います。雑穀になると思いますが今日はパワー 

ポイントを使ってお話しさせて頂きたいと思います。 

 因みに入会一年以内の方、七年以内の方どの位いら 

しゃります？（挙手で確認）後程これはというものを 

お見せしたいと思います。 

 

自己紹介 

2002年 4月 浜松ハーモニーRC入会 

       職務分類：不動産賃貸業 

2006－07  理事 会場監督 

2010－11  クラブ幹事 

2011－12  クラブ幹事 

2012－13  静岡第７分区ガバナー補佐運営幹事 

地区分区支援小委員会 委員 

2014－15  クラブ会長 

2019－20  地区幹事 

       地区 RLI運営委員会委員長 

 

私の自己紹介で御座います。入会は 2002年 4月で 

御座いました。2010年と 2011年にクラブ幹事をさせ 

て頂きました。この二年目に 2011年 2012年、年度 

より後程ご紹介する記事（週報）に大変感銘を受けた 

のを今でもはっきりと覚えております。その後ガバナ 

ー補佐運営幹事と当時は申しておりましたけども、こ 

の年度は髙野孫左ヱ門さんがガバナーで御座いまして 

安間みち子さんがガバナー補佐で御座いました。 
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 岡本年度にクラブの会長を務め今に至るという事で 

御座います。一番下の地区 RLI運営委員会というのが 

 御座いますけども、これは新設された委員会で本年度 

 ロータリーリーダーシップ研究会を 12月 21日に第 

 一回 Part１を開催する予定ですが、既に地区には 

推進委員会というものが御座いまして、その実務現場 

 スタッフの皆様とディスカッションリーダーを含め 

この委員会を取り纏める事を承っております。 

 

 例会出席とは 

  先ず例会とは、最初は基本的な事をお話します。以

前は週一回となっておりましたが、今はそう言う 

 定義は御座いません。例会とはクラブ細則で定められ 

た日時、場所で会合を開くことをいいます。 

 皆様方は火曜日の朝７時半からというのは、国際ロー

タリーに届けられておりますので、世界中のロータリ

アンがここでパワーさんは毎週７時半から行う事を

知っております。例会への出席は、正会員の最も基本

的な責務で、会員がお互いの胸襟を開いて親交を深め、

奉仕を語り合う機会とされています。 

 

 ロータリアンの３大義務（？） 

 ・RI人頭分担金の負担 

 ・購読義務 

 ・出席義務 

 

  上記説明はよくロータリアンの３大義務と言われ

ております。国際ロータリー人頭分担金の負担は今 64 

ドルです。購読義務、期間誌の購読義務は日本におい

てはロータリーの友を読むという事になります。  

出席義務、よく出席義務と言われておりますけども確

かにその通りなんです。只皆さんどうですか？義務と

言われて違和感を感じませんか。私は結構感じます。 

そもそもロータリアンは自ら進んで地域に世界に良 

い事をしたいと思って自らの意志で入会をした訳で 

すので、義務という事をあまり言われるのは嫌なタイ 

プの人達なのかなと思っております。とりわけ皆さん 

会社或いは事業所の経営者指導者で御座いますので、 

常日頃皆さん社員の皆さんの言う事をよく聞いてい 

るのか解りませんけども、自分がこうして下さいとお 

願いする立場なので、義務と言うと取分け違和感を感

じるのではないかなと思っております。私は一応お 

約束というふうに緩やかに考えております。人頭分担 

金、購読義務というのは一応お約束でその様にして下 

さいという国際ロータリー全体のお約束事で御座い 

ます。出席の義務と言われますが権利でも御座います。 

正会員でなければこの例会に出る事は出来ません。又 

正会員でなければ他の世界中のロータリークラブに 

出席する事も出来ません。後程申し上げますメークア 

ップもロータリアン正会員の権利で御座います。因み

に名誉会員は自分のクラブには出席出来ますけども、

他クラブに出かける事は一応出来ない事になってお

ります。 

 

 

 

 

 

 

例会出席 

 標準ロータリークラブの 10以上、12条条文の数は 

今度の規定審議会で変わっております。今皆様はご確 

認頂ける手続要覧 2016年版条文の数で御座います。 

・標準ロータリークラブ定款第 12条（抜粋） 

会員は、本クラブの例会・・に出席し、本クラブの 

奉仕プロジェクトおよび他の行事や活動に参加すべき 

ものとする。 

 

上記説明。これを持ってよく出席の義務というふう 

に言われております。 

 

・標準ロータリークラブ定款 15条第４節（抜粋） 

会員身分の終結に関す条文で御座います。 

 会員は、年度の各半期間においてメークアップを含 

むクラブ例会の出席率がすくなくとも 50％に達してい 

るか、クラブのプロジェクトおよびその他の行事や活 

動に少なくとも 12時間参加していなければならない。 

 

上記説明。プロジェクトの参加、要するに 50％の出席

率が各半期に置いても求められているという事です。 

 また、各期間に本クラブの例会回数のうち少なくと 

も 30％に（自クラブ）出席、またはクラブのプロジェ

クトおよびその他の行事や活動に参加しなければなら 

ない。自分のホームグランドのクラブに 30％、50％の 

内 30％はホームグランドに参加しなければいけないと 

いうふうになっております。 

 

例会出席 

・これらの「お約束」はなぜあるのでしょう？ 

 ロータリーの目的を推進するために他なりません。 

 これらのお約束は何故あるのかと。本当に簡単な端 

的な結論が出ます。ロータリーの目的を推進するため 

に他ならないと私は思っております。 

 

・国際ロータリー定款第４条 

・標準ロータリークラブ定款５条 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉 

仕の理念を推奨し、これを育むことにある。具体的に 

は、次の条項を推奨することにある。 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす 

ること 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべ 

   て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会と 

   してロータリアン各自の職業を高潔なものにす 

   ること 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業 

   および社会生活において、日々、奉仕の理念を実 

   践すること 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワ 

ークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する 

こと 

 

上記説明。ロータリーの目的は何かと言いますと、国 

際ロータリーの定款並びにロータリークラブの定款、 

皆さん入会の時にこれを渡されたと思いますが、１か 
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ら４までのロータリーの目的は以下で定められており 

ます。これを当たり前の様に考えていくと、何かなと 

思ってしまいますが偶にはよーく読んでその意味する 

所を私は考えた方がいいのではないかと思います。但 

し今日は後程内容を具体的にお知らせおしめしたいと 

思います。 

 

例会欠席とメークアップ（2016年規定審議会まで） 

 標準ロータリークラブ定款第 12条第１節（抜粋） 

・・・または、次のような方法で欠席をメークアップ 

しなければならない。 

(a)例会の前後 14日間。例会の定例の時の前 14日ま 

たは後 14日以内に、 

(1) 他のロータリークラブの例会に出席すること 

 

(3)RI国際大会、地区大会、地区研修協議会、 

  地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会 

  に出席すること 

(5)理事会承認のクラブ奉仕プロジェクトまたはクラ 

  ブが提唱した地域社会の行事や会合に出席するこ 

  と 

(6)理事会の会合、または理事会が承認した場合、選 

  任された奉仕委員会の会合に出席すること 

 

例会を欠席した時はメークアップをするという事に 

なっております。メークアップは他のクラブの例会 

に出席する事は勿論、その他にも色々なメークアップ 

が御座います。上記(a)、(1)、(3)、(5)、(6)、説明。 

親睦活動もクラブ奉仕ですのでメークアップになり 

ますが、内の会員は夜の例会ですので終わった後一軒 

飲みに行くんですが、これはメークアップと言われて 

も、これは単なる有志で集まって飲み会で有りまして 

理事会承認されておりませんので親睦メークアップ 

にならないのでお気をつけて頂きたいと思います。 

 

クラブ運営に関する柔軟性の採用 

  例会の方法や頻怒、出席要件を柔軟に決めることが 

 できるクラブは、入会者が集まりやすく、会員の参加 

 が促され新会員と現会員のモチベーションが高まる 

ことが、RIの調査と会員の体験によって示されていま 

した。 

  様々な新しい選択肢どのように取り入れるかは、 

各クラブの裁量（クラブ細則）に委ねられています。 

 

2016年に今年になって皆様が初めて知った方も多い 

と思いますけど、「クラブ運営に関する柔軟性の採用」 

というものが取入れられました。上記説明。 

これを踏まえて今現在皆様の手続要覧で確認頂けま 

す。第７条に定められておりますけども、2016年の 

規定審議会で「ロータリークラブ運営に関する改正」 

クラブの柔軟性が取入れました。これは、今公式訪問 

をしてまして皆様各クラブから聞かれますが、柔らか 

くなったと言われますが、柔軟性というのは柔らかく 

なったわけでは御座いません。クラブを信頼してクラ 

ブに委ねたという事で御座います。それだけ国際ロー 

タリーが各ロータリークラブを信頼した。信頼してい 

 

 

 

るという事又その方は自由に決めていいと領分を増 

やした方が、クラブが活発になる或いは会員の満足度 

が高いというふうな観点から柔軟性という事が言わ 

れる様になったわけで御座います。従ってこれを厳し 

くする事も柔らかくする事も出来ます。うちのクラブ

はメークアップは年に一回までという事も勿論自由

で御座います。 

  

 2016年規定審議会 

  標準ロータリークラブ定款第７条 

 本定款の第８条第１節（例会）、第 12条（出席）、 

第 15条第４節（終結・欠席）に従わない規定または 

 要件を細則に含めることができる。そのような規定 

 または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に 

 優先する。 

 ただし、クラブは少なくとも月に２回、例会を行わ 

 なければならない。 

  

 細則例）本ロータリークラブ定款の規定にかかわらず、 

     本ロータリークラブのメークアップ・・・ 

  

 上記説明。例会についてで御座います。今年はより一

層今まで以上に小田木会長の基、インターネットを通

じた参加型の例会を取入れられていると聞いており

ます。これは第８条第１節で御座います。この事につ

いて定めています。それからメークアップに関する出

席、 第 15 条第４節、50％は出席して下さい。30％

は自分のクラブに出席をして下さい。そうでなければ

その会員さんは退会の意志があるという事を理事会

の方で通知をする事が出来るという規定ですけど、第

15 条第４節に従わない規定又は要件を不細則各クラ

ブのロータリークラブ細則に含める事が出来る。その

様な規定または要件は、本定款の上記の節の規定また

は要件に優先するという事で御座います。ただし月に

２回、例会をして下さいという事になっております。

よく各クラブさんから聞かれますが、細則で今年の規

定審議会で年度内のメークアップというものが、定款

上はその様な規定になりました。これを各クラブがど

うするかご判断頂くわけですけど、各クラブが細則で

定める 時にどの様に定めればいいのかというふうに

聞かれ る事が御座います。これは簡単なシンプルな

例ですが 例えば本ロータリークラブの定款規定に関

わらず、本 ロータリークラブのメークアップは例会

の前後 14 日とするというふうに定めれば、そのクラ

ブの会員さんは そのクラブのメークアップ期間は前

後 14日という事 になります。定款は柔軟性に関する

規定、又クラブの 名称、クラブの所在地域、これを

除いて全てのロータリークラブが同一の定款を採用

する事が義務付けられております。又規定審議会でこ

の組織規定は改正されますが、改正をされたと同時に

7 月 1 日以降ですけど 自動的に各クラブの定款は変

わります。事業計画書に 古い定款が載っているクラ

ブ大変多いですけど、規定審議会が行われて定款が変

わればその年度の7月1日から自動的に皆様各クラブ

の定款は変わります。名称と生涯地域だけは基本的に

各クラブが好きな名称、地域を選ぶ事が出来ます。 
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 又柔軟性については各クラブで自由に決めて頂いて

結構ですという事になっております。 

  

2019年規定審議会（立法案 19-35） 

欠席のメークアップに関する改正する件 

提案者：Cloquetロータリークラブ(米国.第5580地区) 

例会の前後 14日。同年度内。例会の時の前 14日また 

は後 14日同年度内に、（賛成 286：反対 217で採択） 

 

＜趣旨及び効果（抜粋）＞ 

この方法を採択すれば、メークアップの好ましい方法 

としてプロジェクトおよび参加する方法へクラブを導 

くと思われる。これにより、既存の時間制限によって 

図らずも推進されている容易なメークアップの方法よ 

りも参加を選ぶことを推進すると思われる。 

この方法を実施することにより、プロジェクトへの会 

員の参加を増やす動機を提供すると思われる。 

（立法案集より） 

 

上記説明。2019 年規定審議会・立法案 19-35 という

のは、19 年規定審議会の立法案３５番 35 号という事

で御座います。欠席のメークアップに関する改正する

件という事でアメリカの 5580 地区のロータリークラ

ブから議案が出されました。規定審議会は３年に一回 

ですけど是非皆様もロータリークラブはこうあるべき

ではないかと有りましたら、クラブで図って立法案を

地区に提出を頂ければと思います。地区で承認をして

地区が取りまとめて規定審議会に議案を提出するとい

う立付けになっております。このクロケットロータリ

ークラブと言う所から出された議案で御座います。規

定審議会の決定報告書等はこう言う記載の仕方をして

いきます。線で消した所は今回改正されましたという

事です。その下、下線は新しくその様に変わったとい

う事です。分かり易く色だけ付けておりますけどもこ

の様な掲載になります。 

面倒な意図という事になりました。これは世界 520

以上の地区から規定審議会の代表議員が集まって一票

を投じるわけで御座います。当地区は髙野孫左ヱ門さ

んが規定審議会の代表議員という事で先般シカゴに行

かれました。賛成 286：反対 217という事で採択され

ました。趣旨及び効果（抜粋）というのは立法案がと

いう物が出されると、事前にこう言う趣旨でこの規定

を変えたいという趣旨と目的が追加されて説明がなさ

れます。それを今抜粋をさせて頂きました。上記説明。 

要するに只例会で動くというよりは、より参加を重視

した方がクラブが活発なるのではないか、ロータリー

が元気になるのではないかと言う趣旨で御座います。 

因みに今年から地区は、毎月の出席は求めない事にな

りました。年度内要するに標準ロータリークラブの定

款のままの規定を採用するクラブが多いと思うのです

けど、その場合今までは前後 14 日でしたので翌月の

15日になれば、例えば前月の出席率は確定したわけで

す。ところが同年度内という事になりますと 7 月第一

週の欠席を翌年の 6 月最終週のメークアップで出席と

メークアップと補てんする事が出来るというふうにな

りましたので、約一年経ったところで 7月の出席率が 

 

 

 

修正されて、そうすると毎月地区としては把握提出し

て頂く事の意味、或いは実際上公表する事の意味が少

し薄まっていく事から、毎月は結構です但し各クラブ

は毎週出席率を発表し、その細則に基づいた修正出席

率がもしあれば的に発表して頂きます。地区へは年度

が終わったら、本年度は来年の 7 月になったら年間の

クラブの出席率をご報告下さいというふうにして御座

います。これは大変、安間ガバナーが 7 月のガバナー

会に出掛けて行ってこの発表をした時に大変驚かれま

した。そんなこといいのか、これはおかしいのではな

いかと日本のロータリーだけでも今まで通りする通知

を出すべきと意見もあった様に聞いておりますが、世

界的には全くこういった規定で行っている所は、珍し

く御座いません。因みにクロケットロータリークラブ

が所属する 5580 地区のホームページを見ましたけど

出席・出席率というものは一切発表しておりませんで

した。国が違えばという言葉がありますけども、日本

のロータリーと国際ロータリー全体とは、少しここ数

年違いが出てきているなあと感じております。因みに

日本のロータリーは管理地域は御座いませんので第一

ゾーン第二ゾーン第三ゾーンというふうに分かれてお

りますが、日本のロータリーというのは御座いません。

よく 34地区集まって会合すると、或いはガバナー会と

いうものが御座いますけど日本のロータリーはこうす

べきだというのは、あんまりよろしくないなあと思っ

ております。そうすると余計に会議をしてしまうので

はないかと心配しているところで御座います。 

 

ここがポイントです！ 

１．出席要件に関するクラブ運営の柔軟性は、2016年 

  7月 1日から発効していました。 

２．出席要件はクラブ細則で自由に定めることができ 

  ます。クラブが細則で定めなければ定款の規定が 

  クラブに適用されます。 

３．「柔軟性＝緩くなった」ではありません。RIはクラ 

  ブを信頼し、クラブの活性化を期待しています。 

４．メークアップデスクを渡り歩く安易な「出席率」 

  よりも親睦と奉仕への「参加」とロータリーを「 

楽しむこと」、ロータリアンとしの成長（自己研鑚）

が期待されています。 

５．今回の規定審議会の改正をロータリーとは何か、 

  ロータリークラブとは何か、パワー浜松ロータリ 

ークラブはどうあるべきかを見つめ直すよいきっ 

  かけにしませんか？ 

 

2011年 12月 2日「ロータリーつれづれ」をもう一度 

 

1.2.3.4上記説明。冒頭でこのクラブ例会日時は国際ロ

ータリーに届けられているという風に申しました。今

でもロータリーの友に日本中のクラブ何処で何時から

行うというふうに定められております。今携帯のアプ

リでロータリークラブロケーターとういう私の携帯に

も入っていますけども、アプリで簡単に今現在居る場

所の近隣に例会場がないかと検索する事が出来ます。

このクラブは外からメークアップされる方がどの位い 
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らっしゃるのか解りませんけども、偶々このホテルに

泊まったら他県のロータリアンがパワー浜松さんを調

べて来る事が出来ます。その時に移動例会を行ってい

て誰もいないというのでは困るという事で各クラブ移

動例会に日時が変わる時にメークアップデスクという

のを出して、不意の来訪者、正会員の皆様にも対応す

るというのが抑々メークアップで御座いまして、各ク

ラブは移動例会等する時はメークアップ情報を流しま

す。 

そうするとそれを大変賢く利用されて、メイクアップ

サインだけしに行って出席率を維持するとよく行われ

ておりますけども、これを安易なメークアップと読ん

でいいのか解りません。皆さんご多用の方ばかりです

ので只今日はこの辺を書かせて頂きました。安易な出

席率よりも参加する事が期待をされてる、ロータリー

を楽しむ事が期待をされてるという事で御座います。 

 

5.上記説明。その機会としての資料 2011年 12月 2日

「会員卓話 唐澤 護奏さん ロータリーつれづれ」

を配布。このパワー浜松ロータリークラブの特別代表 

このクラブを設立する時に一番世話をして下さった方 

特別代表と言いますけど、唐澤さんで御座います。 

浜松中ロータリークラブ、私共の親クラブに辺ります

けれども、唐澤さん以前ですと毎年 7 月第一週必ずこ

のクラブに来て下さったのを私もよく覚えております。 

唐澤さんは 2012年 1月にお亡くなりになりました。 

その僅か 30 日前にご自分の浜松中ロータリークラブ

で「ロータリーつれづれ」という事で卓話をされた時

の週報の原稿で御座います。病魔と闘いながらおそら

く渾身の力を絞ってロータリーについて一言でも多く

後輩或いはお仲間の皆様に言葉を残したいと思ってお

られての言葉だと思います。これを私は 2012 年クラ

ブ幹事の時、安間ガバナー補佐の時に、運営幹事を仰

せ付かった時に、これを常に放さずバインダーの一番

１ページ目に入れて、辛い時や何か迷った時にこれを

読む様にしてます。少し読み込んで頂ければと思いま

す。（各自「ロータリーつれづれ」読込） 

私はここに書いてある事は、ロータリーの全て即ち先

程ロータリーの目的とは、という風に定款に書いて御

座いますけども、その具体的な内容はここに書いてあ

る事は全てだなあと思っております。ここに書いてあ

る事、唐澤さんがお亡くなりにてもう既に８年経って

おります。唐澤さんをご存知のない 7 年以内の会員の

方もいらっしゃると思いますが、例え年月が経ったと

してもロータリークラブ又パワー浜松ロータリークラ

ブとはどういう趣旨で創られたクラブなのかという事

については、今なお変わりはないと思います。例え柔

軟性云々という物が採用されたとしても、このクラブ

にはここに書いてある事が脈々と受け継がれて来てる

のではないかなあと思っております。パワー浜松ロー

タリークラブさんは事業計画書に設立趣意という物を

掲げておられる大変に顔のはっきり見えるクラブだな

あと思っております。ここに書いてある事を読めば出

席の意味という物、どうして出席をしなければいけな

いのかすべきなのかという事が解って来るんじゃない

のかなあと思っております。 

 

 

 

事前にアンケートを頂き大変嬉しく思いました。 

唐澤さんが言われてる事を同じ事を、お考えをお寄せ

なった会員さんもいらっしゃるなあと思いました。 

その中にこの「ロータリーつれづれ」にも書いてあり

ますけども、出席は会員さんから見ればお約束ですけ

ども、出席率を良くする一理的なお役目は会長以下理

事会プログラム委員会等に御座います。出席したくな

る例会をするという事が一番込められているのではな

いかなあと思います。出席率という事で言えば地区内

では、御殿場ロータリークラブさんが大変に出席率が

良いという事で有名で御座います。先だって御殿場ロ

ータリークラブに私訪問した時も、今日は大変に楽し

みにして参りましたと、何故ならば御殿場ロータリー

クラブさんは出席率が 100％、大変優れた出席率だと、

それだけ出席参加が多いという事は、さぞかし素晴ら

しい例会運営クラブ運営をされてるからだと思って今

日は楽しみにして来ましたと申しました。やっぱり例

会楽しくなければ行きたくないですから、それは当た

り前で御座います、それを来い来いと言うのも変な話

じゃなですか。冒頭で義務、違和感感じませんかと申

しましたけども、参加したくなるクラブにする事が一

番の近道ではないかなあと思っております。 

 

結び 

 出席率は、参加率に置き換えられます。例会に参加

したくなる運営、奉仕プロジェクトに参加したくなる

運営を考えるのは、会長はじめクラブの皆さんです。 

 

他クラブ訪問によるメークアップは、「外を知る機会」

「仲間を増やす機会」として利用しましょう。 

 

参加率の良いクラブは元気なクラブの証しです！ 

元気なクラブ＝元気なロータリアンが集う場所 

       元気を与え合える場所 

ENJOY ROTARY ! 

 

上記説明。公式な日本語訳は出席という英語もその通

りとなっておりますけども、参加といった言葉に置き

換えても結構だと思います。出席と言うのは例会場に

行く事ではなくてロータリークラブの活動に参加する

事で御座います。先程安易なメークアップと適切な表

現かどうか解んないですけども申しましたけどもメー

クアップですが、今日小田木会長も言われておりまし

たけども、他クラブを知る外を知る為の良い機会とし

て使うととても良いと思います。私会長年度に親睦も

含めてという事でもあるんですが、他クラブ他地区の

クラブを訪問するという取組をその年度２回行い、毎

年行っていると思いますけども、その年は横浜中ロー

タリークラブと言う東京ロータリークラブの孫クラブ、

横浜ロータリーの子クラブ。私共は大阪ロータリー系

で御座いますので、東京ロータリークラブ系列の名門

クラブに行って見ようと行って大変刺激を受けました。

うちのクラブの会長はプレジデントという襷をしてお

りますが、それをその時に横浜のクラブもしておりま

して、私が良い流れと言いましたら、直ぐクラブで買

ってくれまして、会長今日からこれを付けてくれ 
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と言われてやりました。又明石にも行ったりしました。 

クラブが何となく元気がちょっとですという時は、他

のクラブに出掛ける事が一番いい刺激になるなあと思

いました。又今年は今年だけではなくパワー浜松さん

は地区の委員を沢山出して頂いておりますけども、地

区にどんどん人を出していく、それをクラブに戻って

それをフィードバックするという事がとてもいいんじ

ゃないかなあと思っております。地区内のクラブに行

きますとロータリーの行動規範という物が事業計画書

のみならず、ここに掲示してあるクラブ、富士宮、山

梨方面が非常に多いです。国際ロータリーの理事会決

定を集めた８条に職業奉仕の規定、地域一貫性として

ロータリアン行動規範という物が定められております。

それを掲示している所も多いです。例会場に行くと大

変色んな違う顔が見れていいです。本年度安間ガバナ

ーが是非とも個別訪問したいと言うのは、例会場を見

てみたい、その例会場の雰囲気を感じたい、合同例会

を行って皆さんよそゆきの顔になってクラブの本当の

顔が見えない、クラブが解らなければ知る事もしよう

も無いという事で、是非とも一つづつでクラブを周り

たいというふうに言われて個別訪問しておりますが、

やっぱり色んなクラブを知るという事は非常にいい事

だし楽しくなって来たのかなあと思います。 

 

ロータリーを楽しもう！ －例会出席はその第１歩ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーを楽しもう！というふうに私は思っており

ます。高潔性、職業奉仕も非常に大事で御座います。

只それだけでは無くてロータリーは楽しいものだとマ

ローニ会長は、ロータリーはゴルフやテニスと同じ楽

しむものだと言われおります。色んな所に出掛ける或

いは自分のクラブ以外の所に行ったり他のロータリア

ンと交流を図るというのは大変楽しいです。 

上写真説明。 

右．安間ガバナーと私。国際協議会国際大会ハンブル

クブレーメンの音楽隊の像。足を掴むと幸せになれる。 

中．今年８月３日マローニ会長来日され八戸 IMを訪問。

（写真：マローニ会長・安間ガバナー・私。） 

左．国際ロータリーマローニ会長 

 

私でよろしければ何かお役立て出来る、或いはこの条

文はどの様にしたらいいのか、ガバナー事務所までお

電話頂く、或いは私の方までお電話頂ければ出来る限

りお答えさせて頂きます。 

 

 

 

それでも解らない時は、日本事務局クラブ地区支援室

が本当に大変解り易く丁寧に教えてくれますし、資料

のご提供も頂けます。どうぞ今後とも宜しくお願いし

ます。出席率は意義が薄れたわけでも御座いません。

これを見つめ直す良い機会で御座いますし、積極的に

クラブを楽しんで頂きたい会費を払っているだけでは 

ロータリーは楽しめない様に出来ておりますので、来

てコミニュケーションを図って参加をして楽しんで頂

ければ、例会出席率も自ずと良くなるのではないか期

待しております。取りとめのない話しで恐縮で御座い

ますが以上で御座います。今日は有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

① 中野敬司さん 

  先週の科学館での例会において、プラネタリウム 

  のきれいな浜松の星空に私の名前と生年月日がう 

つしだされおまけに花火まで。恥ずかしいやら、 

  うれしいやら。とても印象深い誕生日となりまし 

た。ありがとうございました。 

 

② 出席部会 

  地区幹事 中村皇積 様、本日はお忙しい所卓話に 

  来ていただきありがとうございました。 

 

③ 坂井光藏さん 

  先週は、うん十年振りにプラネタリウムを見まし 

  た。聞いた事のある星座の名前が出て来ましたが 

  どの星なのかサッパリ分かりませんでした。 

  先月、台風の最中に信州方面にゴルフに行きまし 

  た。ゴルフは出来ませんでしたが、木曽路を満喫 

  しました。ついでに檜のお風呂椅子と手桶と丸桶 

  を買って来ました。カミさんに「またそんな物買 

  って」と言われましたが、檜の香りと置いた時の 

  カンと言う音が気持ちいいです。日本人だなあ！ 

  その時に買ってきた￥17,000の漆のお椀はまだ 

  使ってませんが、早くカミさんが作ってくれた 

インスタント味噌汁を飲みたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 
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