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5 号 ２772 回例会 ２０１３年 8 月 1 日（木）
≪今月のお祝い≫
会員誕生日 森田英郎君
齋藤純江様 荒井和子様
夫人誕生日
関根保子様
≪9 月プログラム≫
当番
内 容
5日

粕谷

12 日

木下

19 日

後藤

26 日

ガバナー公式訪問・Ｒ美術館
講師卓話 大野木憲司様
(トヨタ東京 自動車大学校)
会員卓話
親睦旅行(9/25〜9/26)

≪ビジター・ゲスト≫
米山記念奨学生 スヘバートル・ジャウフラント様
●●●会長の時間
友野政彦会長
現在ロータリークラブは 200 以上の国と地域
に､3,400 余り存在します。民族･言語･文化･習慣
等が全く異なる全てのクラブが、ただ一つの定款
を持っています。この定款は 3 年に一度開催され
る RI 規定審議会でのみ改正することが出来ます。
2013 年 4 月 21〜26 日にシカゴにて開催された
規定審議会においては、199 件の立法案が審議さ
れ、その決定事項の抜粋を石川 PG のお骨折りに
よって作成していただきましたのを、皆様もご覧
頂いているかと存じます。今年度は規定審議会で
採択された立法案を反映させるべく、定款･細則
の見直しを行う事になっておりました。
前年度 6 月の理事会におきまして、定款・細則
の見直しにつきましては一任されましたので、年
度が改まってから既にお伝えしてますとおり、委
員会を立ち上げ見直し作業を行う事に致しまし
た。委員は石川 PG、平岡前 G 補佐、齋藤（金）P
会長、吉永直前会長、加藤エレクト、西山幹事、
私で、2 度に渡って委員会を開き検討した結果、
本日の理事会で承認を頂き、ご覧頂いている形に
変更され、皆様に配布させていただいた次第です。

●幹事報告
西山祐三幹事
第 2 回定例理事会報告 ＜協議事項＞
１．9 月、10 月度のプログラム
２．前年度会計決算書の報告
３．定款・細則の改定の件
４．Ｒ財団寄付 会員協力寄付 50＄以上
（半期毎２５＄以上）
使途指定寄付年２０＄以上
（半期毎１０＄以上）
米山寄付 普通寄付 年間 4,000 円以上
（半期毎 2,000 円以上）
５．万燈まつり協賛金 10,000 円
６．出席免除申請、摂田会員､森田会員､関根会員
７．米山奨学委員会、米山カウンセラーに対して
行事参加費補助の件
＜報告事項＞
①ＲＩ人頭分担金・地区分担金支払い
②8/10 入間市福祉大会, 8/14,15 秩父音頭まつり
8/22 入間市ゴルフ協会コンペ, 8/22 社会奉仕
委員会, 8/31 第 1 回Ｒ財団セミナー
④8 月ロータリーレート １＄100 円
●委員長報告
プログラム委員会
繁田光委員
9 月のプログラムは表記どおりです。10 月は 3
日｢米山奨学生卓話 スヘバートル・ジャウフラン
ト様｣、10 日｢入間南ＲＣ合同例会｣、17 日｢講師
卓話｣、24 日｢万燈まつりに振替｣、31 日｢万燈ま
つり慰労会｣となっています。
＜出席報告＞
会員数
39 名

出席数

木下登出席委員長
出席率

前回修正率

31 名
79.5％
84.6％
＊ 事前欠席連絡 3 名

＜ニコニコＢＯＸ＞
滝沢文夫ＳＡＡ
齋藤福太郎君〜お蔭様で本日(7/25)米寿になりま
した。友野政彦君〜定款･細則の見直しでは多くの
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皆様にご協力頂き感謝しております。豊田義継君
〜旧軽井沢ゴルフクラブシニア選手権取りました。
齋藤金作君、平岡達也君、岩崎茂君、上野弘勝君、
荒井正武君、大野賢次君、粕谷康彦君、木下登君、
摂田順一君、西山祐三君、忽滑谷明君、宮崎正文
君、山岸義弘君、吉永章子君〜滝沢さんホールイ
ンワンおめでとう・記念品ありがとうございます。
7/25 ¥10,000
累計¥96,500
本日 ¥43,000
累計¥139,500
■■職業紹介スピーチ■■
田中快枝会員 （職業分類：社会保険労務士)
私は、飯能の小学校・
中学校から城西大学附属
城西高校卒業間近になり
母に「栄養士なんかいい
んじゃない？」の一言で
女子栄養大学を受験しま
したが、あえなく失敗。
その年は、知人の紹介に
より雀荘でアルバイトを
し、受験失敗から１年を
過ごしました。でも、まだ将来の目標が無く、経
理の勉強でもしようかなと考え学校へ。そして、
雀荘のママの紹介で税理士事務所に就職し、大変
に勉強になった２年半後、アメリカへのホームス
テイに応募、但し渡航は１年後、そこで「お金を
貯めよう」と考え人材派遣に登録しました。派遣
の仕事を１年半やり、アメリカへ約１年間遊学し、
とっても楽しい時間を過ごしてきました。帰国し
てからは人材派遣会社からの紹介で渋谷の自社
ビルを管理している会社に就職することができ
ました。そこで大好きな上司と出会い、私が社会
保険労務士を目指すきっかけにもなりました。こ
の上司が平成１２年に役員定年で退職。その頃は、
希望退職を募ったりしている時代で、資格ブーム
でもあり、「社会保険労務士」を目指し勉強を始
めました。平成１４年に受験し合格と同時に、そ
の年一杯で会社が売却されることになり退職し
ました。平成１５年末に社会保険労務士として事
務所を立ち上げたのですが、なかなか顧問先も見
つからず「勤めにでも行こうかな？」と考えてい
た矢先に木村先生から「後継者を捜しているので
どうですか？」とお誘いを頂き、先生とは一度の
面識も無かったので大変驚きましたがお世話に
なることにしました。しかし、残念なことに木村
先生が昨年１２月に亡くなられ、先生のお嬢さん
から「父の後をやって頂けますか？」といって頂
きました。又、顧問先の殆どが継続してくださり
大変有難いことと感謝いています。この会も吉永
さんや山岸さんにお誘い頂き流されるままに入
会しましたが、先日の“新旧役員激励会”の際、
沢山の方とお話をさせて頂き入会して良かった
なと実感しています。
これからも宜しくお願い致します。

■■定款・細則の改定について■■
石川嘉彦会員
2013 年 4 月 21〜26 日に開
催された 2013 年度の規定審
議会の決定に従って、入間
RC でも友野会長、吉永直前
会長が中心となり委員会を
作り、クラブ定款及び細則
の変更に取り組みました。
全員この規定審議会報告書を熟読し今日配布い
たしました定款及び細則の案が出来上がりました。
8 月 23 日までに我々の反対表明の申し立てが
なく RI 理事会に於いて付託事項が採択されれば
2013 年版手続き要覧が作成され日本語版も 11 月
頃には発行されますので多少の変更はあるかも
しれませんが、今日配布の案を 2013 年 7 月 1 日
より適用される入間 RC 定款・細則としたいと思
います。採択事項の中での定款の大きな変更は
① 5 大奉仕の 5 番目を青少年奉仕に変更する事
（13-69）
② 出席規定 半期に 12 時間の奉仕活動に参加
する事（13-13）
健康上の理由から 12 ヶ月以上欠席しても理
事会が承認すれば欠席としない（13-22）
③ 地区協議会の名称をクラブ・リーダーシップ
研修セミナー に変更する（13-58）
但し日本では「地区研修・協議会」と称する
その他定款の変更には影響はありませんが
① 人頭分担金を 2016 年まで毎年＄1 増額する
（13-126）
② 次々年度のガバナーをガバナーデシグネート
と称する（13-90）
③ 家事のため仕事を中断、または仕事をしてい
ない人を正会員と認める（13-43）
また否決された制定案には
① 例会に関して、月 2 回にする 3 回にする 例
会を年 6 回まで取り止めに出来る（13-35 等）
② 家事専業の人を正会員として認める（13-42）
③ メークアップの期間を例会の 14 日前後でな
く半期以内にする（13-19）
今回の規定審議議会に提出された、制定案や立法
案を見ると国際ロータリーの変化が読み取れま
す。我々入間ロータリークラブは常にロータリー
の理念に基づいて楽しい例会と奉仕活動に励み
ましょう。
■回覧、配布物

① 第 12 回ロータリー日韓親善会議のご案内
② 学友会ニュース 2013 年 7 月号
③ 入間ロータリークラブ定款・細則
④ 入間ＲＣ会員名簿見直し訂正願い
⑤ 茶の香めーる Vol．49
⑥ 週報 3,4 合併号
会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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