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次回の予定
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第 1631 回 例会

卓話（１２）
アシスタントガバナー訪問
１００万＄

献血例会

慶祝行事
卓話（１３）

担当：西垣・安藤重 会員

担当：社会奉仕委員会

担当：原尾 会員

会長挨拶

6/1（水）

ニコニコＢＯＸ（敬称略）続き
河村
国井
西垣

問です。宜しくお願いします。
訓陸：今日も元気で。
省二：田邊さんようこそ。
康紀：巽 幸恵 様、卓話宜しくお願い
します。

委員会・同好会報告事項（敬称略）
・波多野 次期幹事
来期のＩＭは、７月１６日に行われます。
地区の方から、５月中に出欠の提出依頼が有
りましたので、これより出欠の回覧いたしま
す。

出席報告
会員数：31名
出席数：23/31名
出席率：74.19%
欠席者：8名（出席免除1名 77.42%）
来訪者 ：次期アシスタントガバナー
田邊 雅範 様（岐阜中ＲＣ）
巽 幸恵 様（卓話講師）

アシスタントガバナー訪問（敬称略）

ニコニコＢＯＸ（敬称略）
田邊

雅範

山口

八郎

次期ガバナー補佐：
次期ガバナー補佐です。宜しくお
願いします。
ガバナー補佐：
岐阜Ａグループガバナー補佐の訪

・岐阜Ａグループ
山口 八郎 様

http://gifukita-rc.com/

ガバナー補佐
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アシスタントガバナー訪問（敬称略）続き

３回目のガバナー補佐訪問にまいりました。
一言あいさつを申し上げたいと思います。
２０１５～２０１６年度国際ロータリーＲＩ会
長ラビ・ラビンドランさんから「世界へのプレ
ゼントになろう」のメッセージが発せられまし
た。この中でＲＩ会長は「私たちに与えられた
時は今です。この機会は２度と訪れるものでは
ありません」のメッセージを受けて、岡田ガバ
ナーは「過去、現在今行動するロータリアン」
”会長賞に挑戦しよう”の地区活動方針が示さ
れました。これらの方針に従って各クラブにお
願いしてまいりましたが、クラブによっては、
①存続年数 ②会員数が多いか少ないか ③活
動内容がどのようなものか によってその取扱
いについては多少異なっていると思われました
が、これらの活動方針に従って処理されて来た
のものと思われます。
このような活動方針に基づいてガバナー補佐と
して任命されましたが、早くもその任期が終了
しようとしています。
ガバナー補佐の職務としては岡田ガバナーと岐
阜Ａグループの５クラブとの間における活動が
効果的に運用されるようにサポートする事だと
思います。これらのガバナー補佐としての職務
が全うできるように、岡田ガバナーを初めとす
るスタッフの皆さんの配慮により、ガバナー補
佐研修セミナー、時期地区委員会委員長研修セ
ミナー、地区チーム研修セミナー、会長エレク
ト研修セミナー、地区研修、協議会等の会議が
幾多にわたり開催されてきました。
これらの研修会、会議を通じてロータリーをよ
り理解し、どのようにロータリーを運営したら
よいのか、役務職務は何か等の研修が行われた
ことで充実したロータリー活動ができたと思い
ます。またガバナー補佐の在任中は１２名のガ
バナー補佐の皆さんの温かいロータリーの絆に
よって任務を果たすことができました。
ガバナー補佐を経験したことによって感じたこ
とは「奉仕活動はロータリアン一人一人の考え
方があり、大きな枠組みとしての方向づけはあ
るとしましても、奉仕の理念で結ばれた人々が
世界理解、世界親善、世界平和を推進してきた
ことは間違いではない。」ということです。
今後とも永久不滅として将来にわたってロータ
リー活動は続くものを思われます。
どんな時代が来ても奉仕団体として輝き続ける
ことを祈りながらあいさつとします。
最後に色々と不届きのことがあったかと思いま
すが、皆様にはこの１年間お世話になりありが
とうございました。

・岐阜Ａグループ 次年度ガバナー補佐
田邊 雅範 様
次年度ガバナー補佐を務めさせていただく、
岐阜中ＲＣの田邊です。
ロータリー歴は岐阜中ＲＣの歴史と同じですが、
一時期職業団体の役員をしていたため、何年か
休会状態が続き、若干浦島太郎状態のところが
ありますが、ガバナー補佐として皆様のお役に
立つ様に努力していくつもりです。
職業分類は税理士です。よろしくお願いします。
本年４月にシカゴで規定審議会が開催され、
ロータリーの組織規定が変更になり、この変更
は本年７月１日より有効となります。
規定審議会に提出された立法議案は１８１項目
あり、そのうちの５７項目が採択されました。
その目的はクラブの裁量権、自治権を大きくす
るようにしたことです。決定された主なものは、
・理事会の議事録の開示
・会計を理事会メンバーとする
・ＣＬＰに基づく５つの常任委員会の設置
（ｓｈｏｕｌｄなので任意。クラブ管理運営
・会員増強・公共イメージ・Ｒ財団・奉仕Ｐ）
・標準ＲＣ定款にＲＣの目的を新設
・入会金規定の廃止（設定は自由）
・職業奉仕の定義に「自己の職業上の手腕を会
社の問題のニーズに役立てるために、クラブ
が開発したプロジェクトに応えることが含ま
れる」を追加
・例会出席頻度と出席に関する規定をクラブ細
則で定めるただし、最低１ヶ月に２回は開催
しなければならない
・祝日のある週は、例会の取り消しができる
・従来型のクラブでもインターネット例会が可
能
・ＲＩ細則と標準ＲＣ定款からＥクラブ条項を
削除
・出席免除規程の緩和
・出席免除規程に２０年以上のロータリー歴を
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ゴルフ同好会５月例会

加える
・会員身分をクラブ独自で決定できる
・会員身分の条件を簡素化
・ローターアクターとロータリー学友を正会員
と認める
・移籍ロータリアンに関する規定に統一性を持
たせる
・一人頭分担金を増額する。
１７―１８年度（６０ドル）から１９―２０
年度まで毎年４ドルづつ増額
です。
剱田ＧＥは、このように規定審議会の決定が
なされましたが、ロータリーの本質をしっかり
見据えて行動してくださいとのことで、本質と
は「一業種一会員の限定会員制度」「定期的な
例会出席」であるとお考えです。
「ロータリーは慈善団体でも、寄付団体でもあ
りません。ロータリーとは、一業種一会員制に
よる会員が週一回の例会に集い切磋琢磨、自己
研鑽により、職業倫理、奉仕の心を培う、そし
てお互いの職場や地域社会に帰り仕事や社会活
動に取り組む、即ち、ＩＳＥＲＶＥが真髄であ
り、ロータリーは人づくりであり、例会がその
場であると思います。」「ロータリーの魅力は、
ロータリーの本質の中から見出されるものです。
ロータリーは、ロータリーを守る為にロータリ
ークラブがあります。」と述べられています。
どうか剱田ＧＥのこのお考えをご理解頂き、
新年度のクラブ運営に生かして頂けるようよろ
しくお願いします。

開催日：５月１９日（木）
場 所：ぎふ美濃ゴルフ倶楽部
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成績表（敬称略）
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ドラコン

ＮＯ． ９ 辻
博
ＮＯ．１８ 波多野光裕

ニアピン

ＮＯ． ６ 辻
博
ＮＯ． ８ 辻
博
ＮＯ．１４ 波多野光裕
ＮＯ．１７ 辻
博

次回例会のご案内
第１６３１回
慶祝行事
卓話（１３）

例会

担当者：原尾

会員

会報・広報

６月１日（水）

５月担当

林

隆行

例会行事（敬称略）

・卓話講師 巽 幸恵
（卓話別紙有）

様
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