
 
2017 年 3 月 24 日 第 3194回例会 

 
  於： よこすか平安閣 ６階「セレーネ」 

＜情 報 集 会＞ １８：００～ Ａ～Ｅグループに分かれ情報交換会 

テーマ 「規定審議会の議決を踏まえ、クラブ定款・細則変更について」 

 Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ Ｅグループ 

リーダー 飯塚進一郎 吉田  清 明野 充功 鈴木 康仁 岡  昌憲 

書  記 外﨑 信一 田邉 一三 八巻 敏博 福西 美子 北村理和子 

会  場 ６Ｆ「セレーネ」 

 

＜点鐘・開会＞ １８：４５ 谷 会長 

＜斉    唱＞ 「我等の生業」 

＜ビジター紹介＞ ＊横須賀西ＲＣ 会長     和 田 光 弘 様 

         会長エレクト 嘉 山   賢 様 

＜会 長 報 告＞ ＊第１グループ三役会報告 

 ＊ガバナー事務所より 

  ・台湾での「第１８回ロータリー国際囲碁大会」のご案内について 

    ６月３日(土)15:00桃園市内のホテル住都大飯店ロビー 集合 

 ＊ロータリー米山記念奨学会より 

  米山奨学生 金 璁勍（キム・ウンギョン）さん【神奈川歯科大学】世話クラブ委嘱 

  について 

  カウンセラー：前川静子会員 

 

＜飯塚情報・研修委員長より本日の総評＞ 

Ａ班 リーダー 飯塚 進一郎 会員  ／  書記 外﨑 信一 会員 

●第７条（例会の頻度と出席に関して。） 

今まで通りでよい。サラリーマンの立場としては今まで通りの例会数の方が出席しやすい。 

●第８条（オンライン例会について。） 

顔を合わせることが大事。 

オンライン例会は現状では見合わせる。 

（祝日が含まれた場合、例会をとりやめることが出来る規定に関して。） 

年間で休みが多くなりすぎる。 

●第１２条（出席の要件、メイクアップの要件） 

出席の要件として、例会開催中の６０％でよい。・メークアップを広める為にも、期間を少し延ばすことは

賛成。 

●第１５条（出席義務に関して） 

退会希望会員はこの規定を盾として利用できる。会員増強、経済的な面からも現実として退会希望者を慰留

している。 

「会員が会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする」から、たとえ

ば「理事会は終結することが出来る」のような文言にした方がよいのではないか。 

●第１４条（入会金について。） 

従来通り徴収すべき。 

●第１０条 （準会員、法人会員、複数のクラブに在籍会員に関して。） 



柔軟に対応すべきである。 

 

Ｂ班 リーダー 吉田 清 会員  ／  書記 田邉 一三 会員 

〇出席規定に関しては、現状維持で良い。〇職業人の規定がなくなるのは、如何なものか。〇出席はロータ

リーの三大義務の中の一つであるので、出席率についての議論が必要ではないか。〇ロータリアンは、やは

り出席が一番なのではないか？出席が難しい状況にあっても然り。〇１０条の祝日の問題も大きな問題であ

る。〇１４条の入会金は、細則で決めないと取れなくなる。よって、それを決めないといけない。 

〇あくまでも今までの横須賀ＲＣが培ってきた歴史の上に乗っとって、決める事が必要ではないか。〇職業

人ではなくても良いという文言が非常に問題である。 

〇その職業の代表者として入会したのに、その枠が１０人になって、さらにその上、職業人である必要がな

くなるとは、大きな問題である。〇ロータリーの基本理念である地域の職業の代表としての１９０５年設立

時の基本理念については守らなければならないのではないか。〇ロータリーらしさとは、週１回異業種の人

が集まって食事をし、情報交換をし、親交を深めることが大切ではないか。〇職業奉仕が他の奉仕団体には

ないロータリークラブだけのものであるので、これを守らなければ意味がないのではないか。〇クラブがあ

ってのＲＩである。〇地域のエリートとしてのロータリーがその枠を取り払っていくクラブがあったとして

も良いのではないか？〇今まで一業種一人の規定であったが、ではリタイアした人はどうするのか？ 

〇５０人を超えるクラブは一業種１０％までは入会できると規定審議会で決定されている。今まで規定審議

会の決定＝クラブの決定であったが、これからはクラブ細則で決定して良いこととなった。この先が危惧さ

れる。 

〇ロータリーは、誰でも入会できるものではなく、選ばれた人が入会できる、それが必要ではないか。 

〇出席になるのは例会の６０％以上、しかし実情は難しいので５０％以上で良いのではないか。〇例会でセ

レモニーが終わると、さーっと引いてしまう（帰ってしまう）のは、非常に気になる。欠席して他のクラブ

の例会にメーキャップをしたらどうか。 

〇途中退席はまずいのではないか。ロータリーがロータリーでなくなる。良き伝統と格式のある横須賀ＲＣ

がなくなってしまうのではないか。時代に合わせることも必要ではあると思うが、せめて横須賀ＲＣだけで

も伝統と格式を。〇例会に出席できない人には、細則通り退会勧告をした方が良いのかどうか。ここで細則

を明確にすべきかどうか。 

〇途中退席について、途中で帰るならメーキャップ、それは違うのではないか、やはり途中退席してでも出

席することが必要ではないか。〇卓話者には、途中退席がある由、伝えた方が良いのでないか。〇ある大先

輩に言われたことで今でも心に重くのしかかっている言葉は「あなたは選ばれた人である」 

 

Ｃ班 リーダー 明野 充功 会員  ／  書記 八巻 敏博 会員 

・現状の例会回数でいいのでは。夜間例会を月１回行うとか工夫が必要 

・会員増強が難しいのは、毎週例会があるから。入会しやすくするため柔軟な運用が必要。 

・現状それほどの問題はないので、次世代の人達の課題かと思う。 

・金曜日は例会以外に理事会やテーブルミーティング等あって非常にきつい、会社に行って例会のため戻り、

また会社に行って夜の会合と時間がもったいない。 

・これから若い人の意見が主になってくる。今は、例会が自分の中で定着しており、大事にしてきた。例会

日を月２回にした場合却って出席者が減ることもある。 

・欠席連絡は会員としての責務。欠席の場合、メークアップを必ず行う。大前提は崩さないで定款の見直し

を。 

・会社に理解されていて、スケジュールに組み込んでいるので問題ない。昼食の食事が残るのは、社会貢献

に反する。欠席連絡は、最低限の義務。 

・欠席連絡を、どのくらいしているのか？簡単に出欠連絡が出来る様な仕組みを作る。 

・メークアップ対象をもう少し増やしたらどうか？公式な会合、例えば１万メートルプロムナードのボーイ

スカウトとの打ち合わせやテーブルミーティング等。 

・残業を減らす風潮から日中業務が増えているので昼の例会出席の妨げになる。早朝例会や曜日の変更も検

討してもらいたい。 



・インターネットを使ってweb上の参加はありがたい。地方のクラブ例会に出席しても、面白くない。 

・むつ市にロータリークラブが２クラブあって会員数はそれぞれ５０名位。ロータリー入会は名誉なことな

ので入会を待っている人が多い。 

・他のクラブに出席するとよくこれで満足しているなというクラブもある。 

・テーブルミーティングをメークアップ対象に！ 

・役職を幅広く多くの人に振る。打ち合わせを出席ポイント（ＭＵ扱い）に！ 

・限られた人に集中している。うまく分散できないか？ 

・仕事と水は流れやすいほうに流れる。理事会で良い素案を纏めて下さい。 

 

Ｄ班リーダー 鈴木 康二 会員  ／  書記 福西 美子 会員 

・週１回開く方が親睦を深め、色々な情報の交換が出来てコミュニケーションがとれ自分磨きが出来るので

現状でよいと思う。 ・昼の例会は負担が大きいので回数を変更しても良いと思う。 ・オンラインﾝ例会に

ついては、本来の親睦も薄れてしまうので顔を合わせての例会の方が望ましいと思う。 ・会員の身分の柔

軟性が謳われているが入会の段階で職業のない人は難しいのではと思う。（退職後又は地域内での活動が多

くの人に認められている人であればよいと思う。） ・ローターアクトも正会員になれるのは良いと思う。 

・ロータリーのステイタスは代表の人が入会する事だが代表以外の人でも代表者の推薦状などがあれば良い

と思う。免除会員の規定が変更になりロータリー歴２０年＋年齢で８５以上の人になったこのことはよいこ

とだと思う。 ・当会は転勤した人の後任は継続しての会員なので入会金は取っていない。 ・当クラブは会

員も減っていないので現状で良いのではないかと思う。 ・新しいクラブでは例会月２回と決めて発足した

例もある。 ・クラブ内柔軟性は良いと思うがクラブの基本理念を守って皆の意見が多く出た項目について

現状に合わせて変更すれば良いと思う。   

 

Ｅ班リーダー 岡 昌憲 会員  ／  書記 北村 理和子 会員  

・前回の情報集会では後藤Ｐ/ＧからＲＩ規定審議会の決定事項に基づきクラブ運営を行っていくための説

明が行われた。細則変更は、世界的な会員減少に対抗する対策である。但し、クラブの魅力と細則を楽なも

のにする事とは別であると思う。横須賀ＲＣの方向性は地区の代表的な例になると思う。理事会、現・次会

長が今後の方向性を示し運営していく事となるべき。 ・従来通りで良い、会則を変える必要はないと思

う。 ・推奨ロータリークラブ細則に入会金の項目が無いが、入会金は取らないと言うことなのか？自クラ

ブでは、急激に変化しないようにする。 ・ＲＩの規定審議決定事項は、会員の減少対策として変更するの

か。入会金を取ってはいけないとはどういうことか？来年７月から入会すれば入会金はいらないのか？会費

はどうなるのか。ＲＩへの人頭分担金が 一人１ドルから４ドルになる。規定変更がちぐはぐに思う。例会

日の変更が多くなると、メーキャップが出来にくい。ロータリーの友の例会案内はどうなるのか。自クラブ

は従来通りが良い。 

・自クラブの伝統と格式を守っていきたい。 ・業務上、出席できない事がある。夜間例会を増やす、メー

クアップの規定をゆるくするなど、出席したいので検討して欲しい。 

・入会してまだ日が浅い、自分会社員、会社の方針がＲＣを推奨しているので出席しやすい。横須賀ＲＣの

イメージは敷居が高いと思っていた、例会や諸行事の体験を通して理解していきたい。毎回出席できない会

員もいるので、メークアップが取れやすい状況を考えてほしい。 ・従来通りで良いと思う。 

・現行の定款では、出席とみなす規定は例会時間内の６０%以上出席が必要である、しかしながら実態は 

５０%で退出している者が多い、今回の改正で実態と合致したのでは。入会金とか、会費の問題が会員減少

の原因なのか。活動には各自の負担はあるが、奉仕の心を養うこととか、会員間の共通の喜びであるから、

それを伝えて仲間を増やすことに力を入れる。現状を変える必要はない。仕事にもっと繋がる異業種である

と良い。 

 

＜出 席 報 告＞ ＊出席委員会 澤田委員長より３月２４日の出席率 

会 員 数 出席対象者数 出 席 数 欠 席 数 メークアップ数 出 席 率 

１１１名 ９３名 ５４名 ３９名 １４名 70.83％ 

＜ニコニコ報告＞ 



 ・横須賀西ＲＣ和田光弘会長、嘉山会長エレクト  お世話になります。 

 ・三    役 横須賀西ＲＣ会長和田光弘様、会長エレクト嘉山賢様ようこそ。ごゆっくりお寛ぎ 

         ください。 

 ・飯 塚、小佐野、野 坂 各会員 

         横須賀西ＲＣ、和田会長・嘉山会長エレクトようこそいらっしゃいました。 

 ・三    役 本日の情報集会、飯塚委員長を初め情報委員の皆様、設営ありがとうございます。 

         出席者の皆様の御意見を踏まえ定款、細則を変更していきたいと思います。 

 ・飯塚情報・研修委員長 本日はお集まりいただきありがとうございます。頂いた貴重なご意見は今後の 

         参考にさせていただきます。 

 ・山 、勝 見、福 西、波 島、藤 村、澤 田、久保田、鈴木（嘉） 各会員 

         飯塚情報・研修委員長、本日の情報集会のご準備ご苦労様でした。よろしくお願い致し 

         ます。 

 ・西村（安） 会員 よろしくお願い致します。 

 ・八 木 会員 本日スカブロチケット、持っています。 

 ・軍 司、吉田（啓）、小林（一）、大 竹、瀬 戸、新倉（良）  各会員 

         ＷＢＣ、侍ＪＡＰＡＮ残念！ワールドカップサッカー日本代表、２－０でＵＡＥ撃破。 

         次のタイ戦も頼むぞ！ 

 

＜閉会・点鐘＞ １８：５５ 谷 会長 

 

  【横須賀西ＲＣ：和田会長・嘉山会長エレクトより第１０回チャリティーコンサートのお願い】 

      ４月２９日（土・祝）12:00開場 12:30開演 於：金谷山大明寺 

 

 

懇 親 会 

 

＜乾    杯＞ １９：００ 上林  茂 会員 

 

＜斉    唱＞  ２０：１５ 「手に手つないで」 

 

＜閉    会＞  ２０：１８ 越川昌光副会長 

 

                                    週報担当 軍 司 雄 久 


