
 

◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」        ◇四つのテスト唱和［野中会員］→ 

◇諸事御祝 ◇会長報告   ◇幹事報告  ◇委員会報告［雑誌 他］ 

◇卓話 ショートスピーチ「クラブ定款・細則について」 杉本剛昭君 
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2020-2021 年度 
painted by Kenzo Tanaka 

第 61 代会長 大箭 剛久 

第 61 代幹事 杉田 祐一 

 

＝本日の例会行事＝ 

2020 年 10 月 1 日（木） 第２９０５回例会 天候：晴れ 司会：加瀬義明副幹事 No. 11 

◎ゲスト・ビジター紹介 

大森敏江様（大森会員令夫人） 

◎諸事御祝 

☆結婚記念祝  大森久巳男君❤敏江様 ・ 北村公子君 ・ 

安武 勝君 ・ 石田貴一君 （夫婦箸 ・ 御夫人：花束） 

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより    

地域社会の経済発展月間 リソースのご案内 

◇ガバナー事務所より 

＊地区資金会計報告書（自２０１９年７月１日 至２０２０年６月３

０日） 

＊２０２１－２２実施年度向け 第１回地区補助金説明会のご案

内 ◉１０/２４（土） １４：００～１６：００  ◉第一相澤ビル６階・８

階 会議室  ◉申込期日：１０/１９（月）まで 

＊第２５９０地区との合同「神奈川県ロータリアン親睦テニス大

会」中止のお知らせ（コロナウィルスの影響） 

◇米山記念奨学会より  ◉２０２０-２１豆辞典（会員配布）  ◉

クラブ米山記念奨学委員長の手引き  ◉米山寄付金マニュア

ル ２０２０-２０２１年度 ◉２０１９年度事業報告書  ◉２０１９年

度決算報告 ◉米山学友の群像 ◉広報資料 送付申込書 

◇茅ヶ崎商工会議所より 

＊令和２年度優良産業人表彰の助成金交付について（お願

い）  希望額：３５，０００円 

＊令和２年度優良産業人等表彰式のお臨席について（お願

い） 

 ◉１０/２７（火） １１：００～１２：００  ◉茅ヶ崎商工会議所４階 

大会議室  ◉被表彰者 優良産業人 ３５名 

◇米山梅吉記念館より  ＊館報 ２０２０秋号 Ｖｏｌ.３６  ＊賛

助会ご入会のお願い 

＊書籍紹介リーフレット 「米山梅吉の足音」 「米山梅吉物語」 

◇タウンニュース 

◎委員会報告  

ゴルフ同好会［伊藤和明会員］：第７回大会のご案内  

 ◉１２/２（水） ◉参加費・・・８，０００円（コンペ参加

費+懇親会） ◉開催場所・・・第一候補・・・キャンプ座間

ゴルフクラブ  第二候補・・・レインボーカントリー倶楽

部 ◉表彰式懇親会  午後６時 スペインクラブ茅ヶ崎  

◉申込み締切・・・１１/２５（水） 

雑誌［澤邑重夫会員］：ロータリーの友 10 月号紹介 

左）結婚記念祝の大森会員ご

夫妻 右）委員会報告の伊藤

和明会員・澤邑会員 下）結

婚記念祝の北村会員・大森ご

夫妻・安武会員・石田会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１０／１ ２９０５ ４０ ２９ ２７ ２  １００％  

９／１０ ２９０３ ４０ ３４ ３４ ０ ０ １００％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 大竹孝一会員 

スマイル報告 

大箭剛久君＆杉田祐一君 大森令夫人ようこそいらっしゃい

ました。ごゆっくり楽しんでいって下さい。諸事お祝いの皆

様おめでとうございます。杉本剛昭さん、定款・細則のショ

ートスピーチ、どうぞよろしくお願いいたします。 

大森久巳男君 本日は叶いを御招きいただきありがとう御座

います。おかげ様で結婚 57 年となりました。 

北村公子君 本日は結婚記念祝ありがとうございます。長い

年月が過ぎました。健康に気をつけて過ごしたいと思います。

10 月 21 日～25 日まで市民ギャラリーで茅ヶ崎商工会議所

写真教室写真展が開催されます。ぜひおいで下さい。 

伊藤留治君 今日から 10 月です。秋本番ですネ。大森令夫

人、ようこそお越し下さいました。 

池上 實君 本日、中秋の名月。午前中小雨、曇りの空がだ

んだんと晴れ始め、夜の月を楽しみに心がはずみます。「雲晴

れて 今宵の月を描きをり」玉章 

和田幸男君 大森敏江様ようこそ。諸事お祝いの皆さんおめ

でとうございます。杉本剛昭さん、ショートスピーチよろし

くお願いします。 

吉田恵子君 日本平ホテルに行ってまいりました。部屋から

正面に富士山が見えます。皆さんにおすすめです。２年前に

リニューアルしたさうで、とてもすてきでした。大森敏江様

ようこそいらっしゃいませ。 

安武 勝君 結婚記念ありがとうございます。 

山口利通君 大森夫人ようこそいらっしゃいました。ごゆっ

くり例会をお楽しみ下さい。 

成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。大森

会員令夫人ようこそ！杉本さん、卓話よろしくお願いします。

準備にご苦労されたこと、分かっています。 

澤邑重夫君 大森敏江様、ようこそ。諸事お祝いの皆様おめ

でとうございます。最近、ニワトリさんが卵を産まなくなっ

てしまい、心配しております。それとは別に嫁さまがフクロ

モモンガを飼い始め、毎日なんとかちゃんとなんとかちゃん

が仲が良いとか悪いとか心配ばかりしています。嫁さまはモ

モンガ、子ども、ニワトリ、そして私の順で物事を考えてい

るようです。 

古知屋光洋君 杉本さん卓話よろしくお願いします。 

加瀬義明君 諸事御祝の皆様おめでとうございます。大森敏

江様ようこそ。杉本さん、ショートスピーチよろしくお願い

します。 

富田桂司君 諸事お祝の皆様おめでとうございます！杉本さ

ん、卓話よろしくお願い致します。 

杉本剛昭君 大森会員令夫人敏江様、ようこそお越しくださ

いました。諸事御祝の皆様おめでとうございます。卓話、カ

タい内容になりますが、頑張ります。 

※例会出席率は特例で「出席者＝計算会員数」にて計算されています 

近々杉本剛昭会員からの呼び掛けで定款・細則についての

フォーラムが開催されるかと思われます。現年度内に改正

項目を整理し、次年度冒頭より新しい定款・細則でのクラブ

運営が始まる予定です。会員の皆さんも、身近なものとして

定款・細則についてお考え下さいね。 

木村信一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。大森

敏江様いらっしゃいませ。杉本様、本日よろしくお願い致し

ます。 

大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。急に

寒くなってきました。体調管理に気をつけましょう。 

伊藤和明君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

小八木隆男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

野中範郎君 GoTo キャンペーンめちゃくちゃ安いです。み

なさんもぜひ活用ください。 

石田貴一君 結婚祝をいただきましてありがとうございま

す。今後も日々妻に感謝して仲良く過ごして行きます。 

［本日 22 件、39,000 円です］ 

 

ショートスピーチ「定款・細則について」杉本剛昭会員 

 ほとんどすべてのロータリー 

クラブが『標準ロータリークラ 

ブ定款』に従って組織されてい 

ます。1922 年（大正 11 年）に、 

米国ロサンゼルスで開催された 

RI 国際大会で全クラブが『標準 

定款』を採択することを決定し 

ました。標準ロータリークラブ 

定款の条項には、クラブの名称、 

所在地域、綱領の受諾が含まれています。会合、会員身分、

出席、会費、理事および役員の役割に関する規定も含まれて

います。標準ロータリークラブ定款は多年にわたり改正を重

ねてきました。ロータリーの規定審議会のみが標準ロータリ

ークラブ定款を改正できます。標準クラブ定款が改正される

と、規定審議会直後の 7 月 1 日に、各クラブはその改正を自

動的に採択することになります。 

『推奨ロータリークラブ細則』は、指針として推奨されて

いるものです。クラブは、必要に応じて細則を改正できます

が、その改正は RI 定款、RI 細則、クラブ定款と合致した内

容のものでなければなりません。ロータリークラブの細則は、

採決の方法、委員会の任務、財務、決議、議事の順序などク

ラブ定款で取り上げていない分野を含みます。ここに各クラ

ブの個性が現れてきます。今般の細則改定は１２月の年次総

会での採択を目指していますが、委員会や理事会のみで改定

事項を決めてしまうのではなく、フォーラム等を開催して、

皆さんから広くご意見を頂きたいと考えていますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 


