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例会報告

VOL.５６

No. ３９ (No.2597)

６月１９日(水) 晴れ (司会 鈴木勝久委員長)

本例会での主な事項
◎会長挨拶

◎会長・幹事 一年間を振り返って
◎新旧委員会会議

諸

報

告

親睦活動委員会

鯉沼敦規委員長

明日の親睦ゴルフ大会、８時３０分受付９時１０分集合となります。
２０１９－２０２０年度 理事・役員会報告

五木田利明副幹事

１． 納涼会について
８月２４日(土) 増上寺・東京プリンスホテル

１３時 白井石油さん前出発

２． ツウンバ派遣学生について・・・現在３名の申し込みがあります。
３． グランドゴルフ大会協賛について・・・常総市・つくばみらい市 ともに５万円
・・・・・・・承認されました・・・・・・・
青少年奉仕委員会

石井康弘委員長
2019 年 6 月 14 日（金）、青少年奉仕委員会と YFC 小絹・谷和原
の役員及びコーチと、次年度に向けた引継及び進行の確認会議
を実施しました。前年度覚書に異論はなく、前年度同様に「谷和
原カップ争奪サッカー大会（9/28）」に 10 万円を寄贈することにな
りました。
また、RID2820 地区補助金の申請についても説明をし、申請が
通過した後の打ち合わせも実施しました。

会員増強セミナー報告

瀬戸隆海会長エレクト
６月１６日(日) 水戸プラザホテルに北村英明会員、五木田利明副幹事、斎藤
広巳次年度会員増強委員長、染谷秀雄会長、大塚令昌会員増強委員長、瀬
戸隆海会長エレクトの６名で参加してきました。
また、７月に詳しくお話し致します。

2019年規定審議会クラブと地区に関連する重要な変更
（括弧内の数字は関連する制定案番号を示しています）
出席
メークアップ：ロータリアンは、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に行うことができます
（19-35）。
クラブ理事会
会長：クラブ会長は、後任者が選出されていない場合、1年まで任期を延長できます（19-22）。
クラブ財務
財務報告：役員を選挙するための年次会合に、現年度と前年度の収支を含むクラブの中間財務報告が含
まれます（19-24）。
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衛星クラブの財務：衛星クラブの財務諸表は、監査または検査を受けたものとなります （19-29）。
クラブ人頭分担金の増額：2019-20年度の人頭分担金は半年ごとに34ドルです。より良い支援をクラブに
提供するため、今後3年間はRI人頭分担金が年に50セントずつ増額し、2020-21年度には半年ごとに米貨
34ドル50セント、2021-22年度には半年ごとに米貨35ドル、2022-23年度には半年ごとに米貨35ドル50セン
トとなります（19-82）。
クラブの名称または所在地域の変更
通告期間の延長：クラブの名称または所在地の変更案は、その変更に関する投票が行われる少なくとも21
日前までに、各会員とガバナーに提出する必要があります（19-26）。
クラブの結成：地域にクラブを結成する際の職業分類の制約がなくなりました。地域に1つ以上の他のクラ
ブが存在する場合も、その地域にクラブを結成することができます。主にオンラインで活動するクラブの所
在地域は、全世界とするか、またはクラブ理事会が決定するものとされます（19-28）。
クラブの規則
文言の現代化：推奨ロータリークラブ定款の文言が自然かつ読みやすくなるよう、現代化かつ簡素化され
ました。これによる方針への実質的な変更はありません。全クラブでの採用が義務づけられた新しいバー
ジョンをダウンロードいただけます（19-30および19-116）
地区の財務
提出期限の延長：ガバナーを務めてから1年以内に、独立検査を受けた地区の年次財務表および財務報
告書を地区内のクラブに提出し、クラブの承認を受ける必要があります（19-57）。
地区のリーダーシップ
副ガバナーがいない場合：ガバナーが任務を果たせなくなり、副ガバナーがいない場合、パストガバナー
のみがガバナーの任務を行うことができます（19-53）。
選挙
クラブの投票権：クラブが投じることのできる票数は、7月1日付のクラブ請求書の会員数に基づいて決定さ
れます（19-49）。
対抗候補者の指名期限：有効な対抗候補者の指名をガバナーが受け取った場合、この対抗候補者の指
名が30日間有効であるなら、候補者について郵便投票または地区大会での投票が行われます（19-52）。
地区会費：地区会費を支払い済みであり、ガバナーの判断により地区に対して負債がないクラブのみが、
理事指名委員会の委員と補欠委員を選挙するための投票、ガバナーノミニーの選出、地区大会選挙人に
よる投票に参加できます（19-54）。
会員増強
ローターアクトクラブ：ロータリークラブのように、ローターアクトクラブも国際ロータリーの加盟クラブとなりま
す。ローターアクトクラブと提唱ロータリークラブへの運営上の変更はありません。この規定により、ローター
アクトクラブの地位向上を図るとともに、その発展を促すためにRIからの支援とリソースを増やすことができ
ます（19-72）。
多様性：クラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会員構成を必要とします（19-18）。
職業分類：職業分類の制限が廃止され、特定の職業分類の会員の適切な数をクラブが自ら決定できま
す。さらに、選挙または任命によって公職にある人も、その職務と関連する職業分類を使ってクラブに入会
できます（19-37および19-39）。
小人数のクラブ：会員数が6名未満となったクラブを終結とするよう、ガバナーがRI理事会に要請することが
できます（19-70）。
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幹 事 報 告

古矢

満幹事

週報受理クラブ

なし

例会変更通知

なし

理事・役員会報告
１． 退会について
海老原良夫会員・山牟田 博会員・・・・６月末日
・・・・・・・承認されました・・・・・・・
・新会員推薦 板垣吉郎氏ですが、異議のある方は７日以内に幹事まで文書でお願い致します。
・会計で、交通費等清算の終わっていない方は今月中に清算お願いします。
昨年７月に幹事の襷を預かり、本当に早いもので一年が過ぎました。皆様、
本年度一年間大変お世話になりました。
年度当初にご挨拶させていただきました通り、染谷会長のもと幹事として目
立たず、縁の下の力持ちに徹して過ごしてまいりました。
そんな中、本年は７名の新入会員が仲間入りをしていただき、純増６名のメン
バーが増えました。入会の推薦に関しまして、一部からは恫喝パワハラとか
言われていましたが、それでいいと思います。私も同じでしたが、ロータリー
に相応しいと思える人材には、少し強引に促さないと中々思い腰が上がりませんし、誰でも最初は説明を
してもわかるはずがないと思います。
やはりロータリーは楽しくなくてはいけないと思いますので、入会して良かったと思っていただけるよう次年
度からもフォローしていきたいと思います。
さて、幹事の仕事として残り一週、来週のさよなら例会が残っております。そして会計決算を含め、染谷年
度が素晴らしい年度として終われるよう、最後まで頑張ります。引き続きのご協力をお願いし幹事報告とさ
せて頂きます。皆様ありがとうございました。
会 長 挨 拶

染谷秀雄会長
それでは、お昼の例会最後のご挨拶を申し上げます。
6 月 16 日水戸プラザホテルにて行われました次年度会員増強委員会研究会
に大塚会員と出席してきました。当日は地区内での会員増強、純増 6 名で水海
道クラブがトップということで事例発表をしてきました。高橋ガバナーからは 16 日
の時点で会員数 2011 名になったと説明がありましが、期末になるといっきに会
員が退会するのが心配だと言っておられましたが、水海道クラブも例外ではなく、
先程、古矢幹事からも報告があった通り、2 名の退会届を受理し、理事会にて

承認しました。大変残念ではありますが、今年度の増強目標の 4 名は達成できました。
さて、1 年前を振り返ると、石塚会長の最後の挨拶を聞いて、いよいよ、自分がここに立たなくちゃならない
のかと思い、時折憂鬱になり、また、何から始めればいいのか、大変悩んでいた時期でもありました。これま
での歴代会長はリーダーシップを発揮し、クラブ運営を進めてきましたので、私が同じようにできるか本当
に不安でした。そして、いよいよ染谷、古矢年度がスタートしたと同時にクラブ事務所のエアコンが壊れてし
まい、夏の暑い日にタオルで汗を拭きながら打合せをしてから例会に臨んだと思ったら、今度は愛媛、岡
山、広島で大雨による災害が起こり、我々のクラブも義捐金をもらっていることから、理事会に図り、皆さん
から特別徴収し地区へ送った義捐金とは別に危機管理基金の中から、愛媛、岡山、広島、地区のガバナ
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ー事務所へ義捐金を送金させていただきました。そして、今度は石塚年度でつくばみらい市の庁舎にあり
ます、水海道クラブが記念事業として設置した広告塔の改修の件、いったんは中止されると思った事業が
再び浮上し、いつの間にかデザインも決まっていてやらざる終えない状況となり事業を進めました。しかし、
これらのことは予算計上をしていませんでした。そういった意味では今年度は大変厳しいスタートとなりまし
たので、各委員会には予算の八掛けで事業を進めていただき、なるべくお金を残してほしいと節約をお願
いし、事業を進めていただきました。特に、ロータリーの事業の中でも、ツウンバロータリークラブとの学生
の派遣や納涼会などのようにお金も掛かり早くから準備しなければならない事業もあることから、委員長さ
ん方には綿密に計画をしていただき実行していただきました。
私は昨年 5 月、野村屋旅館に於きまして、地区方針、重点項目に沿ってクラブ方針を掲げさせていただき
ました。その目玉はなんと言っても会員増強で、期首の会員数を考えたとき、51 名のスタートではやや会員
数が少なく、1400 万円台の予算を組むのは不可能で満足のいく事業ができないのが現状だと考えます。
しかし、今年度は 7 名の新入会員を獲得したこと、各委員長さん方のご努力により、当初、心配していた事
業費の不足もなさそうで、今年度の増強目標 4 名も何とか達成できそうです。そして、国際奉仕委員会の
交換学生の派遣、社会奉仕委員会によるグランドゴルフ大会などの継続事業とは他に、今年度は新たな
事業として、サッカー大会【谷和原カップ】への支援も実現できました。このサッカー大会、小さな大会で参
加者も少ないのだろうと思っていたら、選手や家族、運営スタッフを含め、約 400 名が参加している立派な
大会で、また、見ていると面白く、感動もしました。このサッカー大会は茨城新聞やガバナー月誌にも取り
上げていただきました。
近年、青少年奉仕の事業はライラセミナーへの研修生の派遣だけになってしまい、青少年育成事業が手
薄になっていると常々思っていましたので、このように実現できたのは大変喜ばしく思います。また、瀬戸
年度でも地区補助金を活用し継続するとのことで、将来、大きな大会になることを期待したいと思います。
このように、今年度の事業は継続事業のほか新たな事業を立ち上げて実行し、グランドゴルフのように地域
の方々にも評価していただいた事業もありますが、国際奉仕の交換学生の派遣事業など、これから議論を
重ねなければならない事業もあります。水海道クラブからは交換学生を毎年派遣してもツウンバＲＣからは
もう 3 年派遣されていません。ツウンバクラブは会員が減少し高齢化が進んでいるとの話も聞きます。そうい
った意味では、瀬戸次年度にはツウンバクラブと交換学生プログラムについて議論していただければと思
います。
最後に、一年を通し、各委員会の委員長さん方には大変ご苦労をお掛けし、事業を成功裏に終えていた
だきました。感謝申し上げます。
そして、女房役であります古矢幹事、フットワークも軽く、常にクラブのことを思い、そして、私を支えていた
だきありがとうございました。また。事務局の和久さんに於かれましては、時には優しく、時には厳しく、事務
連絡や助言をいただきました。ありがとうございました。
そして、クラブ運営にご協力いただきました会員の皆様にも感謝申し上げ、報告とさせていただきます。
新旧委員会会議
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出 席 報 告

雨谷道夫委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５７名

４４名

１１名

２名

８名

９４．５５％

ニコニコボックス

前島 聡委員長

誕生祝御礼≪ご夫人≫砂長・草間

入金額

85,000 円

累計 2,112,000 円

各会員

この会場での例会は今日が最後になります。今、来月からどこに座るか悩んでいるところです。
染谷(秀)会員
例会場での本年度最後の例会となりました。皆様一年間ありがとうございました。来週のさよなら例会宜しく
お願いします。

古矢会員

一年間ご苦労様でした。次年度役員の皆様よろしくです。
染谷会長・古矢幹事、一年間ご苦労様でした。
染谷会長・古矢幹事、お疲れ様。
一年間お世話になりました。

北村(仁)会員

斎藤(広)・小島・北村(英)

各会員

瀬戸会員

島田・染谷(正)・内村

各会員

染谷会長・古矢幹事、一年間ご苦労様でした。米山委員会一年間お世話になりました。

大串会員

染谷会長、古矢幹事一年間お疲れ様でした。始まるまでは長い一年、終わってみればあっという間でしょ
うね?２６日のさよなら例会で美味しいお酒を飲んでください。
染谷会長、古矢幹事一年間お疲れ様でした。

青木(正)会員

石塚(克)・小林・淀名和・大堀

各会員

一年間お世話になりました。染谷会長、古矢幹事、大変お疲れ様でした。あとはごゆっくりお休み下さい。
武藤会員
染谷会長、古矢幹事、お世話になりました。ご苦労様でした。
皆さん一年間大変お疲れ様でした。

松崎会員

熊谷会員

染谷会長、古矢幹事、お世話になりました。ありがとうございました。

五木田(裕)会員

染谷会長、古矢幹事、一年間お世話になりました。また、会員の皆様欠席報告にご協力ありがとうございま
した。

雨谷会員

会長幹事を始め、皆様お疲れ様でした。

大澤会員

染谷会長、古矢幹事、いよいよ会場の例会が最後です。大変お疲れ様でした。

石井会員

染谷会長、古矢幹事一年間お疲れ様でした。皆様のお蔭で無事に目標金額を達成することができました。
一年間ありがとうございました。

前島会員

皆様一年間大変お世話になりました。次年度も宜しくお願い致します。
染谷会長、古矢幹事、一年間お世話になりました。
本日早退します。
例会欠席しました。

会報委員会

青木(英)会員

和久事務局

鈴木(茂)会員
山中会員

石塚利明委員長

内村尚史副委員長
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軽部良一委員

親 睦 ゴ ル フ 大 会
令和元年６月２０日(木) 於:水海道ゴルフクラブ

親睦活動委員会の皆様

黄金ボールにて大塚会員が始球式。ほどよい涼しさの中、家族親睦ゴルフを楽しみました。
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優勝:松坂 武様

準優勝:斎藤広巳会員

第３位:雨谷道夫会員
親睦委員会の皆様、ありがとうございました。

写真提供者:青木正弘会員
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