
 

 

第 898回例会 2016年 7 月 5 日 

   
 
司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       西澤 文登君 
斉  唱 「国歌斉唱」「理想の奉仕」 
慶  祝 
 ・誕生祝  斉藤惠理子君(16日) 
       西澤 尚夫君(17日) 
       水野 泰雄君(20日) 
       宮澤 広一君(31日) 
委員会報告 
 
 
 
 
 
 
 
・社会奉仕委員長  北村 久文君 
「RAC様への古切手協力のお願い」 

 
 
 
 
 
 
 
・広報情報委員会 横沢  正君 
「ロータリーの友」紹介  
プログラム   

  2016-17年度 会長就任あいさつ 

 
 
会長指針 現実を受け止めて真剣に考えよ
う！共に生きるため！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

西澤 文登君 
 会長を卒業することができませんでした。
留年の会長ですが、一年間よろしくお願い
いたします。毎年 7 月にはグループ内各ク
ラブを会長幹事は表敬訪問するのですが、
当クラブは辞退いたしました。お互いっこ
にしたクラブもいくつかありますので例年
より訪問されるクラブさんも少ないと思い
ます。ご理解をたまわりますようお願いい
たします。 
 私は今年のクラブテーマを 20 周年記念
のテーマと同じ「共に生きる！」といたしま
した。1 年を通してこのテーマを追いたい
と思います。そして行動指針に「まず受け入
れよう そして考えよう」を提案しました。
今世界は大変な激動です。バングラデシュ



 

 

第 898回例会 2016年 7 月 5 日 

のダッカでは悲惨な事件がありました。各
地でＩＳの憎むべきテロ事件が起こってい
ます。イギリスのＥＵ離脱問題もありまし
た。アメリカ大統領選もどうなるかわかり
ません。何だか世界が逆に回りだしたので
はないかと思えるような動き方をしていま
す。少なくともロータリーの目指す方向に
は行っていないと私は思います。 
ロータリーも変わりつつあります。昨年

の規定審議会での決定は従来のロータリー
の制度や慣行を根本から変えるような内容
です。ただ新しいオプションを取り入れて
修正することも、従来通りの内容で変更し
ないこともクラブの選択によりますので、
柔軟性はあるようです。まだ私も精査して
いませんが、変わった主なものを挙げると
次のようになります。 

 
１． 出席規定が大幅に緩和されました。 
 例会出席だけでなくクラブの行事に参加
すれば出席扱いになります。従来も理事会
出席と同等な扱いになっていましたが、こ
れがクラブの行事に参加ということに拡大
されます。クラブ主催のゴルフ大会などの
レクリエーションやダメ絶対運動のビラ配
りなどのクラブ公認のボランティア活動に
参加することにより例会出席と同等の実績
になるわけです。 
 
２． 例会の開催回数をクラブが独自に決め
ることができます。 

 例会は週 1 回というのがロータリーの原
則でしたが、月 2 回以上の例会開催という
のが原則になります。つまり必要に応じて
例会を変更または中止することができ、月 2
回を満たせば年 24 回の例会開催でよいと
いうことになります。 
 
３． ビデオチャットなどの活用でオンライ

ンでの例会参加が認められます。 
 Ｅクラブというのがありますが、もっと
進めて顔を合わせる例会にＥクラブ方式で
出席することができるわけです。 
 
４． クラブの裁量で新しい会員種類を適用
できます。 

 従来は正会員と名誉会員しかありません
でしたが、細則を変更することによって準
会員、法人会員、家族会員などの名目で会員
に加えることができます。一方でそれらの
会員を正会員としてＲＩに報告すべきと言
っていますから実際はクラブの裁量で個
人・法人を問わず、たとえ無職の人でもメン
バーにすることができることになります。
昔の一業種一人という原則はこれで完全に
なくなったと私は思います。 
 
５． ローターアクトクラブとロータリーク
ラブに同時在籍が認められました。 

 
６． 入会金の規定が無くなりました。 
 ＲＩ細則とクラブ定款から入会金の項目
が削除されました。クラブの決定で入会金
を０にすることができるわけです。当クラ
ブは入会金を 5 万円にしたばかりですが、
今後の検討課題だと思います。 
 
 ロータリー歴が長い人ほどこの決定に違
和感を持たれると思います。日本の規定審
議員は全員反対の立場をとったと聞いてお
ります。地区では各クラブに慎重な対応を
求めていますが、ＲＩの会員は各クラブで
すからクラブの事情や会員の決定で新方式
を取り入れることは可能です。今後理事会
他で検討したいと思っております。 
 
 年度初めにあたって、私から皆さんに希
望を述べさせていただきます。これは決し
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て指示や強制ではありません。しかし会長
の希望していることをまず受け止めて、そ
して考えてください。 
①  なんと言っても会員増強です。会員
が増えないことにはクラブの存続はあ
りません。他人任せでなく自分のこと
として考えましょう。 

②  健康に留意し例会に出席しましょう。 
③  例会はクラブの生命線です。喚起す
るようなプログラムにしましょう。会
員卓話とゲストスピーチをもっと多く
したらどうでしょうか。 

④  自分のできる奉仕につとめましょう。
奉仕の種類にはいろいろあります。体
を使った直接奉仕、周囲に話をするこ
ともお金を出すことも有用な奉仕です。 

⑤  もっと若い人達向けの奉仕活動がで
きたらいいなと思います。 
創立20周年をみんなで力一杯楽しみ、
お祝いしましょう！  

松澤 一志君 

1.ＲＩより 
・2016.7月 ロータリーレート変更 

1＄=106円→102円 
・財団室ニュース ７月号 
・寄付・認証ロータリークラブの手引き 
2.米山記念奨学会より  
・5月の寄付金傾向 
3.地区事務所より  
・2015-16年度ガバナー任期満了のご挨拶 
・2016-17年度ガバナー就任のご挨拶 
・R財団寄付金明細表 

・ロータリー財団ニュース 7月号 
4.さくら国際高等学校より 
・校舎耐震工事竣工式典のご案内 
5. AMUより 
・教育ガイダンス・学習部会のお知らせ  
恵送 
1.上田西 RCより 会報・・友愛の広場 
全会員配布物 
☆西澤尚夫君、宮澤広一君より国際大会の
バッジを全会員にいただきました。 
 
 
 
 
 
1.ロータリーの友 2016年７月号 
2.当クラブ会報  第 896号・897号 
3.月信 2016年 7月号・月信ファイル 
その他 
1.上半期会費の口座引落しは7月12日(火)
です。 

2.次週７月 12(火)日は理事会です。 
3.次週 7/12 例会はガバナー補佐、補佐幹
事、上田クラブ、上田東クラブの皆様が表
敬訪問にお見えくださいます。 

 
 
 
 
 
 

田中 栄一君 

西澤文登君 会長職を卒業できませんでし
た。留年です。よろしくお願い
いたします。 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 23 5 - 78.26％ 
前々回 23 5 2 86.96% 
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松澤一志君 一年間よろしくお願いいたし
ます。 

笠原一洋君 内外共、いろいろな事がおこ
ります。新年度よろしく。 

横沢 正君 新年度をお祝いして。 
柄澤 堯君 今年もよろしくお願いします。 
中沢利樹男君 新年度よろしくお願いいた

します。 
山田 豊君 20 年度スタートおめでとう

ございます。役員の皆様ごく
ろう様です。素晴らしい一年
になるよう！！ 

生川秀樹君 西澤文登会長、松澤幹事一年
間よろしくお願いいたします。 

中澤信敏君 年度始めですね。皆様よろし
くお願いします。 

水野泰雄君 さあ～キック OFFです！今年
度もよろしくお願いいたしま
す。 

宮原宏一君 新年度スタートです。よろし
くお願いいたします。 

西澤尚夫君 今年度もよろしく。 
杉山 裕君 新しい年度になりました。今

年もよろしくお願いします。 
田中栄一君 2016-17年度本日より始まり

ます。出席ニコニコ BOXに 
      御協力お願いします。 

 
 
 

              
 
 
 
 

 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 
北村 久文君  

～新年度第一回ゴルフコンペが行われました～ 
上田六文銭ロータ

リークラブ親睦ゴル
フコンペは、夏の菅平
高原グランヴィリオ
ゴルフ倶楽部で 7月 2
日(土)に開催されまし
た！  

2016 年度第一回の
親睦コンペの優勝は、
西澤尚夫君・準優勝は
鹿志村恭彦君でした。 
お天気にも恵まれて、
楽しいゴルフコンペ
となりました～参加
の皆様ありがとうご
ざいます。 
次回は、上田六文銭

RC 創立 20 周年記念
コンペ(予定)です。 


