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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄

Ｎｏ．１５３４
ＨＰ：ｈｔｔｐ://ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ　
Ｅ-ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ

第22回 12月21日 
通算1534回

第21回 12月14日 
通算1533回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1531回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 48名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 82.8％

1531回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 58名
●補填者数　　　 　 5名
●出席率　　　　 93.6％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「お正月」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.年末家族会[友愛例会]
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／２２
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会長報告
細則改正検討委員会　多田委員長

・東京恵比寿ＲＣの15周年記念事業としてのネパールプロジェクトに対し、奈良大
宮ＲＣも協力させて頂くという事で、協力金（トイレ￥20,000／一基×10＝￥200,000）
を振込みました。
・先々週の会長報告で、児童虐待防止のオレンジリボンキャンペーンに協力するこ
とを発表しました。私もそそっかしいことで「協力してください」とあったので、「た
ぶんこれはお金だろう」と思い込んでしまい、「1万円寄付させて頂きます」とお伝
えしました。実は違っていまして、協力の内容は啓蒙活動としてオレンジのリボンを、
会員の皆様につけて頂きたいということでした。まだリボンは到着していませんが、
届きましたら皆様にお配りしますので、是非ご協力ください。そそっかしくて申し
訳ありませんでした。
・先々週卓話に来て頂きました正岡明さんから、クラブに対して礼状が来ています。
・東京恵比寿ＲＣの会員である司葉子さんの叙勲に対してクラブより祝電を打ちま
した。その礼状も来ておりますので、あわせて週報に掲載いたします。

次年度理事会報告
井上会長エレクト
クラブ細則第3条第2節(b)に基づき、次年度会長は選挙後一週間以内に次年度理事会
を開催しなければなりません。よって、本日当ホテルで４時より開催いたしました。
○ 審議事項　
(1)　常任委員会の役割分担の決定
　（クラブ細則第2条理事会及び事務取扱内規第4条ロ～ホに基づく）

 会員組織委員会委員長（会長エレクト） 楠原忠夫　さん
 奉仕プロジェクト委員会委員長         多田　実　さん
 ロータリー財団委員会委員長           佐川　肇　さん
 クラブ広報委員会委員長（直前会長）   矢追家麻呂さん
 クラブ管理委員会委員長（副会長）     北神徳明　さん
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(2)　理事の役割分担の決定（クラブ細則第2条理事会に基づく）
 職業奉仕委員会委員長�����武藤廣茂　さん
 社会奉仕委員会委員長�����多田　実　さん
 新世代委員会委員長�������武中洋勝　さん
 国際奉仕委員会委員長�����西口栄一　さん

(3)　会長、副会長の代行順位の決定（事務取扱内規第4条(ｲ)に基づく）
 （ロータリー歴順を慣例としている）

１位　佐川　肇　さん　、　２位　多田　実　さん
３位　武藤廣茂　さん　、　４位　西口栄一　さん
５位　武中洋勝　さん

(4)　会場監督の選任（クラブ細則第3条第2節(b)に基づく）
宮西正伸　さん

(5)　副会計、副幹事、副ＳＡＡの選任
（事務取扱内規第3条第2節(ｲ)に基づく）

副会計�谷川千代則さん
副幹事�橋本和典　さん
副ＳＡＡ�高辻良成　さん

尚、会場監督、副幹事については、オブザーバーとして理事会に出席して頂く事に決まりました。

委員会報告
宮西親睦活動委員長
来週21日は、この下の「大和の間」で親睦家族年末例会となります。現在の所、ご家族様を含めて約90名の方の
ご出席ですが、お席に余裕がまだございますので、まだまだご参加を受け付けています。親睦委員会一同、頑
張りますので、何卒よろしくお願いします。

財団地区事業委員会・潮田委員
ＷＣＳのレイテ・ミッションで、来年2月20日～2月25日迄フィリピン・レイテ島、タクロバン、それからマニラ
で奉仕活動を行います。後でパンフレットを回しますが、もし行こうかなと思われる方は奮って参加して頂き
たいと思います。料金は189,000円ですが、これはWHO価格で少しお安く行けるかと思います。同時に戦没者慰霊
等にもお参りしますので、関係の方はついでといってはおかしいですが、お参りされては、と思います。私も
その関係で行かせて頂きますので、よろしくお願いします。

礼状（司葉子氏）

礼状（正岡明氏）
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「クラブ細則の変更について」　　　細則改正検討委員会　多田委員長

１１月３０日に細則の検討委員会１０名が任命されてから、委員会を二回開催致しました。その中で、現在の
ところ検討すべき課題を9つほど提案して頂きました。
量も人数も多いものですから、細かく検討するために小委員会を作ることをご承認頂きました。構成メンバー
はクラブの理事会から矢追会長・藤井副会長のお二方、ロータリー情報委員会の私と副委員長の森下さん、
2006年にこの細則を決めるにあたり、10回以上小委員会を開催し、その経験を積んでらっしゃいます楠木さん
と麹谷さんとお二方の合計6名です。また、当時のガバナー補佐の箸尾さんにも、顧問として我々の審議の結果
を聞いて頂こうと思っています。
９つの議題は以下のとおりです。
1. 臨時総会の設定
2001年頃まで当クラブの細則には臨時総会の規定がありましたが、地区からの推奨文に入っていませんでした。
その当時は主に指名委員会を規定するためにだけに臨時総会を開いており、この位のことなら臨時総会を規定
しなくても、例会で充分だろうということで外した訳です。ところが、現在になってよく考えてみますと、臨
時総会の役割はそれだけではなかったのです。必要性は、
  定款の変更、例えばクラブの名称を変える、テリトリーを変更する、これだけは私たちのクラブで変更がで
きます。但し、ＲＩの承認は必要です。
  細則や事務取扱内規の変更。
  クラブの理事会の決定に対して、会員から意義があった場合のクラブへの提訴。
そのような重要なことは例会で決めるのではなく、臨時総会で決議する必要があると思います。臨時総会は、
一週間前迄に会員に対して、その開催と議題を予告する必要があります。臨時総会は今回の改正で規定する必
要があると思っています。
2. ビジョン委員会・諮問委員会の設置
ビジョンというのは余りにも大きく、長期的な問題にもなってまいります。歴代の会長を拘束する危険がある
のではないか、同じく諮問委員会もそういう危険性があるのではないか、と私個人としては思います。これも、
慎重に審議したいと思っています。
3. 委員会の合同（数の減少）
最近会員数の減少するクラブが非常に多いです。CLPで少ない会員さんで運営するのは、切実な問題ではないの
ではないかと思っております。
4. 表彰の時期の設定
皆出席で25年や30年となられた時に、できるだけ規定に到達された早い時期にするのか、それとも一年に二回
程、各親睦会の時等に表彰した方が晴れがましく、効果があっていいのではないか、という意見もあり、それ
についても検討中です。
5. 賀寿の検討
今現在うちのクラブでは古稀と米寿しか規定しておりません。古稀・喜寿・傘寿・米寿・卆寿・白寿・百賀等
設定してお慶びするのが良いのではないか。還暦は皆さん殆どなっておられるので、それは必要ないと思いま
すが。
6. 慶弔時の金額の検討
前回決めましてから10年ほど経ちます。金額については会長や理事がその時に変更しても良いという規定はあ
りますが、それでも検討する必要があるのではないかと思います。
7. 理事就任時の資格制限の緩和
例えば会長には理事に3回以上就任された経験が必要である、理事になるには委員長を1回以上経験したことが
ある、という規定があり、それが例えば会長に立候補してやろうかという人に対して妨げにならないかという
意見がありました。それも検討したいと思いますが、やはり会長になられるにはクラブのことをよく知ってお
られる方でないと無理というか、クラブに迷惑をかけるのではないか、とも思いますが、その辺も色々考えて
考慮したいと思います。
8. 旅費のクラブ負担について
旅費は出るのですが、特急券などをどうするか。また、地区大会等では入会３年未満の会員は、出席義務者だ
と決まっていますが、義務者なら旅費をクラブから出すべきなのかどうか。今までは地区から指定のあった方
には支給されていますが、その辺も検討したいと思っております。
9. 委員会の任務の明確化
少し大雑把に書いてありますので、プログラム委員とＳＡＡの任務が同じような書き方になっています。その
辺をはっきり規定する必要があるのか、それともあまりはっきり規定し過ぎてしまうと、そこからはみ出るわ
けにいかなくなり融通がきかなくなるのか、その辺も慎重に審議したいと思っております。
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クラブ細則の変更についての話が終わりましたが、卓話の時間がまだありますので、昨年実施したアンケート
結果をお知らせします。

奈良大宮ＲＣ 奈良１３ＲＣ

あなたは、世界大会に出席したことがありますか 28.1% 29.4%
あなたは、ロータリーは出席が一番と思いますか 93.8% 78.9%
あなたは、ＩＭ、地区大会に進んで出席していますか 90.6% 69.1%
あなたは、近隣クラブ等で合同奉仕、親睦等があれば
良いと思いますか

78.1% 73.3%

あなたは、あなたの地域社会がロータリーの存在を高
く評価していると思いますか

59.4% 58.2%

あなたは、同好会には積極的に参加していますか 59.4% 35.3%
あなたは、ロータリアンの質は向上していると思いま
すか

34.4% 26.9%

あなたは、新入会員（３年未満）へのインフォメー
ションをしていますか

34.4% 35.9%

あなたは、近隣クラブとの交流をしていますか 43.8% 45.3%
あなたは、地区委員長会議がクラブに反映されている
と思いますか

59.4% 33.2%

あなたは、規制緩和は、ロータリーを発展させると思
いますか

34.4% 29.4%

あなたは、メイクアップ行事は多い方がよいと思いま
すか

46.9% 45.3%

あなたは、メイクアップ時例会中退席することが多い
ですか

15.6% 22.3%

あなたは、メイクアップは受付のみを選んで行くこと
が多いですか

59.4% 18.6%

あなたは、クラブへの要望や質問がありますか 40.6% 37.%
あなたは、地区への要望や質問はありますか 81.3% 33.4%
あなたは、クラブの伝統は継承されていると思います
か

81.3% 74.7%

あなたは、クラブは現在活性化していると思いますか 37.5% 50.3%
あなたは、魅力あるロータリアンと思いますか 37.5% 33.8%
あなたは、ロータリアンとして厳しさが必要と思いま
すか

84.4% 75.4%

あなたは、ロータリーライフを楽しんでいますか 87.5% 76.%
あなたは、クラブに尊敬する人はいますか 84.4% 84.8%
あなたは、ロータリーは人間形成に役に立つと思いま
すか

96.9% 86.%

あなたの家族は、入会後応援してくれていますか 87.5% 75.4%
あなたは、小さな奉仕等は人前でも進んでできますか 81.3% 72.%
あなたは、例会前にメンバーと会話がはずんでいます
か

78.1% 83.9%

あなたは、メンバーに対して思いやりや配慮をしてい
ますか

93.8% 84.1%
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第２６５０地区ロータリー情報委員会
２００９年１１月　アンケート実施

奈良大宮ＲＣ 奈良１３ＲＣ

あなたは、外出時バッチを必ず着けていますか 31.3% 39.9%
あなたは、例会の雰囲気が楽しいと感じますか 87.5% 74.5%
あなたは、例会３０分前には来ていますか 50.0% 57.8%
あなたは、ロータリーは会合が多いと感じますか 50.0% 41.1%
あなたは、親睦活動を活発にすべきだと思いますか 84.4% 80.2%
あなたは、例会が和やかな雰囲気だと感じますか 96.9% 82.7%
あなたは、四大奉仕の名称を知っていますか 87.5% 86.%
あなたは、四大奉仕がロータリーの根幹だと思います
か

93.8% 77.5%

あなたは、奉仕で最たるものは職業奉仕と思いますか 78.1% 74.7%
あなたは、最近「ときめき」ある奉仕をしましたか 15.6% 17.1%
あなたは、常に奉仕を心がけていますか 62.5% 55.7%
あなたは、奉仕で重要なのは地域社会であると思いま
すか

81.3% 74.5%

あなたは、ロータリー財団等の内容を理解しています
か

34.4% 35.5%

あなたは、クラブ運営に関心をもっていますか 68.8% 64.9%
あなたは、ロータリアンとしての奉仕よりステイタス
が先行していると思いませんか

40.6% 32.8%

あなたは、地域社会はロータリーを認識していると思
いますか

50.0% 28.6%

あなたは、ロータリーは社会の流れに即応していると
思いますか

43.8% 26.5%

あなたは、クラブを楽しくする努力をしていますか 56.3% 59.3%
あなたは、寄付要請の奉仕には違和感がありますか 34.4% 40.7%
あなたは、ロータリーの本質が薄れて来ていると思い
ませんか

50.0% 59.9%

あなたは、クラブにマンネリ化を感じることがありま
すか

46.9% 60.8%

あなたは、クラブに新風を吹き込む必要があると思い
ますか

56.3% 71.4%

あなたは、１００％出席にこだわっていますか 50.0% 47.8%
あなたは、ロータリー活動は奉仕親睦活動が大切だと
思いますか

84.4% 82.7%

あなたは、年会費が高いと思いますか 34.4% 49.9%
あなたは、積極的にフォーラムに出席していますか 56.3% 54.1%
あなたは、入会時適切な指導、教育を受けましたか 78.1% 75.4%
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ニコニコ箱　本日計 28,000円　累計　1,172,000円

見山信幸　様（体験例会出席）有井社長の紹介で寄せて頂きました見山信幸です。オブザーバーですが今后共
よろしくお願い申し上げます。

矢追家麻呂君　点滴のお蔭で元気になりました！皆さんも季節がら体に気をつけて下さい。
石野捨雄　君　見山さん、本日は体験例会に御出席頂き、有り難うございます。今後共、よろしくお願い致し

ます。
平野貞治　君　次男の結婚祝ありがとうございました。
多田　廣　君　卓話を命ぜられました。下手な話で皆様を悩ませます。御辛抱下さい。
中奥雅巳　君　昨日はガッポリ稼がさしていただきました。大宮会の皆様ありがとうございました。
水野憲治　君　ニコニコ協力
渡辺英孝　君　ニコニコに協力です。
山本尚永　君　ニコニコ協力

例会変更
■�王寺ロータリークラブ　■
・�平成２３年１月　４日（火）・・・定款第６条第１節(C)により休会。※�ビジター受付は行いません。
・�平成２３年１月１１日（火）・・・新年家族例会の為日時場所変更。
　 日時：１月１５日（火）１７時より　　場所：リーガロイヤルホテル
　 ※�ビジター受付は１月１１日（火）12：00～12：30ＮＴＴ王寺営業所１Ｆにて行います。
・�平成２３年２月１日（火）・・・移動合同例会の為日時場所変更。
　 日時：２月２日（火）１８時３０分より　　場所：シェラトン都ホテル大阪
　 ※�ビジター受付は２月１日（火）12：00～12：30ＮＴＴ王寺営業所１Ｆにて行います。

■�桜井ロータリークラブ　■
・�平成２３年１月５日（水）・・・定款第６条第１節(C)により休会。※�ビジター受付は行いません。

 本日のお客様
　見山　信幸　様（体験例会）

 次週の例会
  1月11日（火）　[友愛例会]

赤十字に寄付
１２月２日（木）矢追会長と橋本社会奉仕委員長が、
日本赤十字社奈良支部に、奄美地方への義捐金として
特別活動費から２０万円寄付いたしました。


