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日  時：平成 29年 5月 10日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             山口委員 

開会点鐘                   内山会長 

斉  唱：国歌斉唱 

ロータリーソング「日も風も星も」 

四つのテスト 

お客様の紹介                          内山会長 

石井 伸之様 東京国立白うめ RC 

会長挨拶                     内山会長 

ゴールデンウイークも終り、私もあと 2 ヶ月となり

ました。1 年前に新規事業の地区補助金を申請して、

やっと 5月 14日に LINKが開催されます。LINKは今年

で 3 回目、喜連幹事も実行委員長として初めから係わ

っています。多くの会員に出席していただいて成功裏

に終わらせたいと思います。 

また、本日の例会はクラブ細則・運営規定の変更の

例会です。1年前の RI規定審議会の変更から、クラブ

規定審議会で審議を重ねましたので、今日はよろしく

お願いします。 

幹事報告                    喜連(元)幹事 

●17‐18年度ロータリー財団セミナーの開催 

 日時 6月 5日（月）14時 

 場所 ハイアットリージェンシー東京 

 出席 小澤次年度会長 

●多摩中グループ炉辺会合の開催 

 新入会員を対象、入会三年以上の参加も可能です 

 日時 6月 5日（月）18時 30分 

 場所 立川グランドホテル 

 出席 北島清高会員･鈴木会員･本多会員 

 

 

 

委員長報告                    

●小澤次年度会長 5/10クラブ協議会の案内 

●岡田親睦活動副委員長 5/21親睦旅行の直前の案内 

●杉田社会奉仕委員長 5/14 LINKくにたち集合時間

のお知らせ 

クラブフォーラム               内山会長 

理事会報告                           

●クールビズについて 本間 SAA委員長   

 5 月 1 日から 9月末日までクールビズと致します。

ノーネクタイ・襟付きのシャツ・T シャツの場合はジ

ャケットを着用してください。ロータリーバッヂ付け

てください。その他、服装について目に余る時には SAA

委員会より注意いたします。ご協力をお願いします。 

●最終例会について 

 開催日：6/28（水）・場所はパレスホテル立川で行

うことにいたしました。 

●クラブの定款細則の変更について   内山会長 

 定款の変更は RI の規定審議会においてのみ変更な

ので、2016RI規定審議会で変更された定款に基づいて

変更。クラブ細則の変更は規定に則り、皆様に 10日前

に通知を行い、運営規定の改正は本日の理事会におい

て承認を得ています。説明は木島クラブ規定審議会委

員長よりしてもらいます。お願いします。 

■クラブ規定類の改定について  

木島クラブ規定審議会委員長 

 過去 15年間にロータリーでは会員資格、職業分類、

クラブ運営に革新性を取り入れた試験的プログラムを

実施した結果、クラブに自由度がある方がクラブに活

気が生まれ成長する傾向が認められました。その結果

も踏まえ、昨年 4月、シカゴで開催された「2016年規

定審議会」（審議 122件、事前撤回 59件）においては、

クラブ会長テーマ  

行動しよう・前進しよう！ 
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ロータリーの方針と手続に多くの変更が加わり、次の

ようにクラブ運営に大幅な柔軟性を認める決定がなさ

れました。 

クラブ運営 ①「ロータリーの目的」追加  

②クラブ入会金項目の削除 

クラブ例会と出席 ①例会と出席に柔軟性 ②取消し 

の規定変更 ③オンライン参加、出席免除 

会員身分 身分規定の簡潔化と会員カテゴリーの拡大 

人頭分担金の増額 2019-20年度まで毎年 4ドルの増額 

以上の結果に基づき標準ロータリークラブ定款、推

奨ロータリークラブ細則が大幅に改定されましたので、

当クラブにおいてもクラブ規定審議会において検討し、

クラブ規定類改定について次の結論を得ました。なお、

この内容は本日開催された理事会に報告し、了解をい

ただきました。 

Ⅰ 定款 

 ＲＩ提示の「標準ロータリークラブ定款」をそのま

ま採用する。今回の定款の特徴を下記します。 

１．第３条 クラブの目的 

２．第７条 例会と出席に関する規定の例外 

３．第９条 会員身分に関する規定の例外 

Ⅱ 細則 

 基本的にはＲＩ提示の「推奨ロータリークラブ細則」

を採用し、ＲＩも奨励している「クラブの独自性を盛

り込む」こととする。 

１．理事会メンバーの構成についてはクラブの現状

をそのまま明記する 

２．例会および出席に関しては、定款第 7条で認め

られている「例外」を採用しない。ただし例会

の取消しについて変更を明記する。 

３．「入会金」については従来通りとし、第６条を

「入会金および会費」とし、第 1節に明記する。 

４．入会見込者に対する現会員からの異議申し立て

については従来通り有効とする。 

Ⅲ クラブ運営規定 

１．定款から削除された「入会金免除」の事項を、

クラブ運営規定第６条「入会金および会費」の

第１項として記載する。 

＊上記の内容が詳細に説明され、質問の受付後、挙手

による出席 3分の 2以上の承認が得られました。 

今月の各種お祝い                     

入会記念月 

秋山会員（在籍 6年） 

林 会員（在籍 1年） 

会員誕生月 

関(重)会員（4日）  

青木 会員（2日） 

 

 

 

 

 

 

5月誕生月の青木会員･佐伯会員･三田会員 

佐伯 会員（14日） 

大庭 会員（29日） 

三田 会員（3日） 

夫人誕生月 

山崎会員夫人・季美枝様 

遠藤(常)会員夫人・春実様 

伊藤(達)会員夫人・美智子様 

ニコニコＢＯＸ           平川親睦活動委員 

●石井伸之様(国立白うめ RC) 本日はメイクに来ま

した。どうかよろしくお願いいたします。 

●内山会長 先日の例会は、クラブ細則・運営規定の

改正を行う例会になります。宜しくご審議をお願い致

します。石井伸之さんには、ようこそいらっしゃいま

した。歓迎致します。 

●喜連元昭幹事 山崎会員のホールインワン達成、誠

にお目出とうございます。振舞って頂いたクオカード

で早速ビールを購入して祝杯を上げたいと思います。

東京国立白うめロータリークラブより石井伸之様よう

こそ。 

●山崎会員 妻の誕生祝のプレゼントありがとうご

ざいます。 

●遠藤常臣会員 妻の誕生日のプレゼント有難うご

ざいます。又、週報にもありますように“ピクニック

コーン”が順調に育っております。皆様のお越しをお

待ちしております。 

●青木会員 誕生日プレゼント有り難うございます。

又、山崎会員のホールインワンを心からお祝い申し上

げます。 

●佐伯会員 お誕生日プレゼントをありがとうござ

いました。今回で入会依頼 12回目を祝って戴きました。

感謝。 

●三田会員 お誕生日をお祝いいただき、ありがとう

ございます。 

ニコニコ BOX合計 20,000 累計 1,461,000円 

出席報告          喜連(紘)出席奨励委員 

   ５月１０日 在籍４８名中 出席３９名   

  前々回(4月 26日) の出席率 89.36%     

  前々々回(4月 19日)の出席率 95.74%     

閉会点鐘                     内山会長 
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2017年 5月 14

日（日）に国立市

のJR国立駅南口の

大学通りを歩行者

天国にして、スポ

ーツイベント“ＬＩＮＫ Ｋunitachi 2017が開催

されました。 

 このイベントは、大学通りの一部をリレーマラソ

ンコースに、他の一部はダンス・体操等のふれあい

スポーツ広場として開放し、国立ロータリークラブ

も第 2321回例会の振替とし、協力団体として参加し

ました。35名の会員の出席がありました。                                    

リレーマラソンはＡＭ11：00からＰＭ2：00  

までの 3時間各チームのリレー方式での競技大会が

行われ、国立ロータリークラブはふれあいスポーツ

広場で無料綿あめの提供及び幼児対象のバルーン遊

び場を提供しました。無料綿あめ及びバルーン遊び

場は設置から終了まで順番待ちの列が絶えることな

く盛況で、会員の皆さんのご協力により、事故もな

く無事に終える事が

出来ました。 

社会奉仕委員をは

じめ会員の皆様、お

疲れ様でした。 

(会報委員:伊藤達弥)  ↑午後 4時片付け終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKくにたちのメインイベント｢リレーマラソン｣開始 

 

                ←1日目 

                   昼食 

                   (釜飯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑綿菓子の無料配布の列 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ミニバルーンで遊ぶ子供 

 

 

 

 

 

 

 

地区補助金を使用して LINKに 

寄贈をした綿菓子機・音響機器 

（アンプ・マイク・スピーカーセット一式） 

 

5/21-22 親睦旅行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓2日目昼食(お蕎麦)        ベイ駒遊び 

 

 

 

 

 

第 2321回例会  

第 2322回例会 
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5月 21日(日)最終出発地タイヤ館を、会員総勢 19名

が 5月の爽やかな朝の 9：40、国立を後にして、一路こ

れから何が起こるか解らない草津温泉への一泊二日の

旅に出発。喜連幹事の朝の挨拶で旅はスタートした。 

pm0.00 時代屋にて釜飯の昼食、食後昔遊びのベイ 

駒･けん玉にて一時興に乗る。 

pm3：00 旅館｢大阪屋｣に到着、点鐘まで 3時間、各自

ゆったりと旅の気分を味わう。 

pm6：00 大広間｢赤松の間｣にて例会点鐘 内山会長が

欠席の為、小澤会長エレクトが点鐘を代行。又、内

山会長からの｢お祝｣奉仕を奉告！ 

宴会では皆席を移動しながら大いに盛上がる。 

pm9：00 近くのスナック｢舞子｣にて全員でカラオケ大

会、コンパニオン 4名も一緒で大いに盛上がる。 

㊟大阪屋は｢せがい出し梁造り｣という特徴ある孝造で積雪の

中でも軒下を歩けるような造りになっている。 

 22日(月)職業奉仕等で、喜連幹事･千葉会員･岡本

(正)会員が早朝に帰京。 

am9：30 大阪屋を総勢 16名で出発し、浅間酒造センタ

ーで各自御土産を買込む。昨夜のはしゃぎ過ぎか、車

中は皆静かにうたた寝をして昼食へ 

am11：30 かぎもとや塩沢店にて「天ぷらそば」に舌鼓

を打つ 

pm1：00 今回の旅行の最大の目的地、世界遺産富岡製

糸工場に到着。暑い暑い陽気の中、日陰を探して場内

のガイドの話に耳を傾けていた。又、場内の機械の壮

観な配列には皆圧倒されていた。 

pm3：00 こんにゃくテーマパーク、こんにゃくゼリー

なら何でもありの御土産屋さん、工場見学の後、最後

の買物に興じていた。 

pm17：50 帰路に着き小澤会長エレクトの締めの言葉で

今回の旅行は終わった。 

珍事発生 山崎会員が旅館到着時バス降車時、旅館出入

口前のマンホールに下半身をスッポリと落してしまい

一時騒然となるも無事帰還！よかった 

 親睦委員長はじめ委員の皆様御苦労様でした！ 

   （会報委員：遠藤常臣） 

ニコニコＢＯＸ         岡田親睦活動副委員長 

●喜連元昭幹事 親睦委員の皆様、大変ご苦労様です。

又、大阪屋玄関前でドッキリカメラを演じたＹ会員お見

事でした。良い思い出になります。 

●吉野会員・杉田会員 親睦委員の皆さん、本日はご苦

労様です。イイ湯に浸かって楽しみます。 

●岡本正伸会員・山崎会員 親睦委員長はじめ親睦委員

会の皆さん、本日・明日とお世話になります。 

●小澤谷守会員 伊藤明親睦委員長はじめ委員の皆様に

はお世話になります。内山会長の代理という事で、来年

の親睦旅行の練習をさせていただきます。最後になりま

したが、大阪屋旅館のドッキリにはまった山さんにニコ

ニコします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津温泉湯畑 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

↑大阪屋旅館の玄関にて   穴には注意！→ 

          

←富岡製糸場 

          ガイドさんに説明を 

           聞きました 

 

まだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●遠藤常臣会員・寺澤会員・本間会員 親睦委員の皆様、

本日はありがとうございました。草津の湯でゆっくりと

至福の時を過ごさせていただきます。 

●近藤会員・稲村会員・岡田会員 初夏の草津は初めて

ですが、湯畑の湯の花の香りは変わらず、温泉まんじゅ

うもいっぱいいただき大満足!山崎さん大丈夫でありま

す様に！ 

●北島正典会員・千葉会員・伊藤明会員・鈴木会員 待

ちに待った親睦旅行です。のんびりした日程でゆっくり

温泉を楽しめます。一日どうかよろしくお願いします。 

●長嶋会員・三田会員 本日の親睦旅行、何年ぶりかの

草津温泉です。ゆっくり楽しませて頂きます。 

ニコニコ BOX合計 34,000 累計 1,495,000円 

 


