熊本東南ロータリークラブ

第 2720 地区

週報

創立 1984 年 4 月 4 日

2021 ～ 2022 年度国際ロータリーのテーマ

奉仕しよう

みんなの人生を豊かにするために

●会長
●幹事

吉田
松岡

嘉昭
泰光

No.1761 令和 04 年 02 月 02 日 第 27 回例会

※例会日

毎週水曜日

１２：３０～

※例会場

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内



※事務所

〒８６０－０８４６

熊本市中央区城東町４の２

熊本ホテルキャッスル内

TEL 354-4521 FAX 354-4053

※ URL

http://www.serc2720.org

※ email

serc@serc2720.org

■点鐘

してもらわないといかけん、ずっと会長はしません。
」と答えた

■国歌斉唱「君が代」

たいへんだけど、自分のペースでやればいいんだよ。
」と声をか

ことを覚えています。また、昨年 7 月、会長就任の際、
「会長は
けて頂きました。

永遠の THE ROTARIAN であり、我クラブの父です。

■ロータリーソング「四つのテスト」

本日の例会もどこかでオンラインで出席をされているような気が
します。

■熊本東南ロータリークラブソング「未来」

佐野パスト会長には感謝しかありません。ありがとうございました。
謹んで哀悼の意を表します。

■誕生祝い

コロナが落ち着きましたら、偲ぶ会を開催したいと考えております。
尚、姉妹クラブ 台湾 板橋南區扶輪社より御香典並びに追悼文を、
和歌山東南ロータリークラブより御弔電を賜っておりますのでお
知らせします。

また、通夜、告別式後の焼香に際して、内田会員、中島会員、草
村会員、緒方会員、山田会員、杉本会員、松田会員、松尾会員、
渡邉会員、白野さんに受付をして頂きました。お世話になりまし
た。ありがとうございました。

規定審議会とは
会長の時間

規定審議会は、3年に一回開催される立法機関です。ロータ
リーの組織規定に変更を加える制定案と、RI理事会の見解を表
明する見解表明案について審議と投票が行われ、決定します。

■会長の時間（会長

規定審議会について

吉田嘉昭 )

制定案
RI の組織規定（RI 定款、RI 細則、標準ロータリークラブ
定款）の改正を求める立法案です。
クラブ、地区、RI 理事会、または規定審議会が、制定案を規

2022年 2月2日

ご承知の通り、当クラブのチャーター

会 長 吉田 嘉昭

メンバー 佐野茂パスト会長がご逝去

定審議会に提出できます。ただし、クラブからの制定案は、
提出する前に、地区大会、地区立法案検討会、
クラブ投票のいずれかにおいて、地区内クラブの
承認を得なければなりません。

されました。1 月 26 日 ( 水 ) 午後 1
時すぎに息を引き取られたと伺って

規定審議会の構成

見解表明案
RI の見解を表明しようとするものであり、RI 理事会のみが

おりちょうど例会の最中でした。1 月

提出できます。

19 日 ( 水 ) はオンラインで例会に出

1934年 米国ミシガン州デトロイトの国際大会の諮問機関
として創設

席されておりました。

1970年 アトランタ国際大会でロータリーの立法機関となりま
した。

ここで佐野パスト会長の私の思い出をお話します。入会以来、ロー

1977年 サンフランシスコ国際大会で規定審議会は国際大会の
一部から独立機関となりました。

をしました。その際、幹事の役割など幅広い指導をして頂き、お
かげ様で幹事の仕事を全うすることができました。卓話、会長時

間等プログラムに急に空きが出た際もお願いすると「わかった。」
と快く引き受けて頂きました。

代表議員
資 格 代表議員の候補者は以下の条件
①
②
③
④
⑤

地区内クラブの会員であること
選出時に、地区ガバナーを全期務めた経験があること
審議会に関する必須の研修を完了できること。
連絡、資料の読了、投票を電子的に行えること
審議会の全会期を通じて出席できること

代表議員の任務

5 年以上前のことですが、佐野パスト会長より「吉田君が会長す
るまでは死なれん」と言われたので、私は、
「佐野さんに長生き

－１－

500人以上

➡ 投票権 あり

RI会長、会長エレクト、理事会のメンバー、事務総長など

➡ 投票権 なし

議長、副議長、議事運営手続の専門家は、審議会の直前年度に
次期会長により選出される。

➡ 投票権 なし

但し、議長および副議長は、可否同数の場合、
これを決定する投票を行うことができる

タリーについて色々なことをお教えて頂きました。特に、私が入
会 3 年でまだロータリーについて右も左もわからない中、幹事

各地区内クラブによって選挙された1名の代表議員(任期3年)

① クラブが決議案と制定案を提出する際、その作成を援助
すること
② 地区会合で決議案と制定案について討議すること
③ 地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと

④ すべての決議案と制定案を批判的考察をもって検討し、その
ような立法案に対する自身の見解を審議会に的確に伝えること
⑤ 公正な立法当務者として振舞うこと
⑥ 決議審議会に参加すること
⑦ 規定審議会に、全会期を通じて出席すること
⑧ 審議会終了後、地区内の全クラブに、審議会の審議について報
告すること
決議審議会は、毎年オンラインで開催され、決議案と緊急制定
案への投票が行われます。

2020年~2023年度
2720地区 代表議員
補

前田眞実（大分キャピタル）
永田壮一 (熊本城東)

2019年 規定審議会提出立法案一覧表

1. 前夜祭

2019年 規定審議会 議事録 (非公式)

117提案 46採択

2. 認証式

4 月 23 日（土）18 時（17 時集合）、

場所

札幌ビール園

場所

プレミアホテル -TSUBAKI- 札幌

４月２4 日（日）登録

3. 参加費：お一人

11 時（開宴）、

¥15,000（参加費、飲食代、ポリオ根絶支援金）

4. 締切日：2022 年３月２５日（金）必着

5. お申込、
参加費：各地区ガバナー事務所を通じてお送りください。
※興味がある方は、熊本東南ＲＣ事務局までお知らせください。

2019年 決定報告書

2019年 規定審議会で採択された立法案への反対
規定審議会による決定を一時保留とするには、すべてのクラブの有効投票の
少なくとも5パーセントに相当するク
ブが立法案案件への反対を表明しなけ
ればなりません。2019年には、審議会
による決定を一時保留とするために、
2,648の反対票が必要とされました。

■クラブより
１）

本日の例会終了後に、第８回定例理事会を開催いたします。
■今後の行事

会長エレクト研修
03/12（土） セミナー（PETS）
～ 13（日）

要 約

熊本県

熊本城ホール／ＡＮＡクラウン

熊本市

プラザホテル熊本ニュースカイ

山田公也

地区研修・協議会
3 月 26 日（土）

職業奉仕部門別協

オンライン

（パレア）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

計 160ページ

4 月 2 日（土）
午後

2019年 決定内容の一部紹介
採択制定案 19-62

採択制定案 19-66

国際ロータリー細則を次のように改正する（『手続要覧』第 28 ページ）。
第6 条 役員
6.140. 役員の任務
6.140.3. 事務総長
事務総長は、RI の最高執行経営責任者とする。最高執行経営責任者
である事務総長は、理事会の指示監督の下にRI の日々の管理に責任を負う。事務
総長は、RI の財務運営を含め、方針の実施、運営、管理について会長と理事会に
責任を負うものとする。
事務総長はまた、理事会によって定められた方針をロータリアンおよびクラブに知
らせるものとする。事務総長は、RI 事務局職員の監督に単独で責任を負うものと
する。事務総長は、理事会に対して年次報告を行うものとし、その報告は、理事会
の承認を経た上で、年次国際大会に提出しなければならない。事務総長は、理事会
の要求する金額の契約履行保証をもって、誠実な任務の遂行を誓約するものとする。

国際ロータリー細則を次のように改正する（『手続要覧』第81 ページ）。

事務総長は国際ロータリーの最高経営責任者であると規定する件

RI 細則から機関雑誌の名称を削除する件
第21 条 機関雑誌

4 月 3 日（日）

21.010. 機関雑誌出版の権限
理事会は、RI の機関雑誌発行の責任を負うものとする。機関雑誌は、理事

午前

会が認可する幾つかの異なった版で出版されるものとする。そのうち、基
本的な版は英語で出版されるものとし、これをザ・ロータリアン誌

と称する。機関雑誌の目的は、RI の目的とロータリーの目的の推進につい
て理事会を助ける媒体としての役割を果たすことである。

4 月 4 日（日）
午後

採択制定案 19-35

欠席のメークアップに関する規定を改正する件

標準ロータリークラブ定款を次のように改正する（『手続要覧』第91 ページ）。
第12 条 出席［本条の規定への例外は第7 条を参照のこと］
第1 節 ― 一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定められてい
る場合は衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の
行事や活動に参加するべきものとする。 会員が、ある例会に出席したものとみな
されるには、その例会時間の少なくとも60 パーセントに直接またはオンラインの
つながりを使って出席するか、または、会合出席中に不意にその場を去らなければ
ならなくなった場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を
提示するか、または、クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1 週間以内に
その例会に参加するか、または、次のような方法で欠席をメークアップしなければ
ならない。
(a) 例会の前後14 日間。同年度内。例会の定例の時の前14 日

または後14 日同年度以内に、

(1) 他のロータリークラブ、他のロータリークラブの衛星クラブ、または仮ク
ラブのいずれかの例会の少なくとも60 パーセントに出席すること。
中略
会員が14 日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブ
あるいは衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。
このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみ
なされる。

管理運営部門別協

オンライン

（パレア）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会
本会議

オンライン

（NTT）

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会
幹事部会

ハイブリッド

パレア

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

採択制定案 19-72*

ローターアクトクラブにRI 加盟を認める件
第2条 名称および性格
本組織体の名称は国際ロータリーとする。RI は全世界のロータリークラブお
よびローターアクトクラブの連合体である。

2022 4 月 10 日（日）
午後

第3条 RIの目的
RIの目的は次の通りである。
(a)ロータリーの目的を推進するようなプログラムや活動を追求しているRI
加盟クラブ、ローターアクトクラブ、とRI地区を支援すること。
第5 条 会員
第1節 ― 構成。RIの会員は、本定款および細則に定められた義務をたゆま
ず遂行するクラブおよびローターアクトクラブをもって構成されるもの
とする。
第11条 会費
各クラブおよびローターアクトクラブは半年ごと、あるいは理事会により
定められたほかの期日に、RI 人頭分担金を納付するものとする。

国際奉仕部門別協

オンライン

（パレア）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

4 月 17 日（日）
午前

クラブ定款・細則の変更

会員増強部門別協

オンライン

（四方会員事務所）

議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

規定審議会の決定にもとづき、各クラブは定款・細則の
変更が必要となります。

4 月 23 日（土）
午前

ガバナー公式訪問の際、クラブの定款・細則の確認が行われる。

次回の規定審議会議 2022年 4月 予定

米山記念奨学会部

ハイブリッド

ホルトホール大分

門別協議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）
地区研修・協議会

制定案の提出期限 2020年12月 締め切られています。

社会奉仕・公共イ
4 月 23 日（土） メージ部門別協議
午後
会

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

オンライン

（パレア）

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

■来信案内

地区研修・協議会

１）

地区事務所より、第１地域 PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）
認証式の案内。
開催要綱

－２－

4 月 24 日（日）
午前

米山記念奨学会部

ハイブリッド

パレア

門別協議会
（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

4 月 24 日
（日）

米山カウンセラー

午前

パレア

リアル

研修（熊本）

（米山奨学生受け入れの場合）
地区研修・協議会

4 月 24 日
（日）

ロータリー財団部

（パレア）

オンライン

門別協議会

午後

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

2022

会長ノミニー研修
セミナー

5 月 7 日（土）

（案内未着：地区 HP スケジュールより参照）

5 月 13 日
（金）

地区大会

～

（青少年奉仕担当

ホルトホール大分

大分市

近日案内予定

5 月 14 日
（土）

■委員会報告

大分県

宮川義行）

熊本東南ローターアクトクラブ
２月第１例会について

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成 )
月日

会員数 出席者数

44
01 月 19 日 （免 2）
42
43
00 月 02 日 （免 4）
39
☆退会
01 月 26 日
☆出席免除

01 月 19 日
02 月 02 日

佐野

32
23

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

34

80.95
58.97

茂

住江正治

島村徹男

☆欠席者
01 月 19 日（8 名）
川崎直樹
山坂哲生

小野川善久 堤 勝也 武末直大 松尾 浩
吉永陽三
矢野敬之

■会員卓話（山本浩之 会員 )

「熊本市政について」

－３－

フィリピン：
フィリピンでは、Narvacan ロー
タリークラブが、Makati ロータ
リークラブ、Alabang ロータリー
クラブ、第 3790 地区の他のク

ラブと協力し、台風「マリン」
の影響による鉄砲水の被害を受
けた地域住民に食糧と生活必需品を提供しました。
ナイジェリア：
Owerri Community Base ロー

ターアクトクラブと Owerri
Metropolitan ロータリークラブ
が協力し、世界肝炎デーにちな
み、地元の市場で 250 人以上を
対象に無料の肝炎テストを実施
しました。
トルコ：
3 つのロータリークラブ（Bursa
Heykel、Bursa-Tophane、
Muradiye-Burse）と Bursa
Heykel ローターアクトクラブが
海岸の清掃活動を行い、一般市
民にも参加を呼びかけました。

米国：
第 5240 地区の複数ロータリー

クラブが、非営利団体「Big
Brothers/Big Sisters」と協力し、
学用品を必要としている地域の
子どもたちに、学用品が入った

■点鐘

（編集者

沼田敏雄 )

各地のロータリー奉仕デー

投稿日 : 2 月 1, 2022

2021-22 年度の会長イニシアチブの一環として、
シェカール・メー
タ国際ロータリー会長は、実践的かつ行動的なロータリー奉仕
デーの開催をクラブに呼びかけています。この行事は、
ロータリー
重点分野の一つ以上に該当し、ロータリー内外からボランティア
を集め、地域社会の課題に取り組むものとすることが奨励されて

バッグを提供しました。

これらのプロジェクトはいずれも、ロータリーショーケースに掲
載されました。皆さまのクラブで実施したプロジェクトもぜひご
掲載ください。ロータリー奉仕デーの実施に関心があるクラブは、
こちらのガイドラインをご参照ください。

います。
今年度、すでに多くのクラブがロータリー奉仕デーを実行してい
ます。その一部をご紹介します。
日本：
広島陵北ロータリークラブ、広
島北ロータリークラブ、広島安
佐ロータリークラブが協力し、
ロータリー奉仕デーとして旧太
田川と河川敷の清掃活動を行い

ました。会員のほか、その家族
や地元の学友会、
地域ボランティアを含む合計270人が参加しました。

－４－

