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日  時：令和２年４月１日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             小澤崇文委員長 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

入会式  

紹介 小川会員 

 本来は寺澤会員が紹介をするところですが、寺澤会

員は入社式のためお休みをされています。 

 磯さんは、昭和 21 年のお生まれで、出身は岩手県

胆沢郡です。事業所は清涼飲料及び食料品の販売の

(株)タカンナ、代表取締役です。三井住友銀行退職後

にタカンナに入られています。ご家族は奥様とお子様

お二人です。 

ご挨拶 磯 昇新会員 

 どうぞよろしくお願いい

たします。大変緊張いたし

ています。 

会長挨拶               遠藤常臣会長 

新型コロナウイルスの関係で落ち着かない日々が続

いておりますが、ロータリーとしてはやるべき手続き

がございまして本日の例会を開催することにしまし

た。それなりに対策を講じておりますので、よろしく

ご配慮の程をお願いします。 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

本日はありません。 

 

 

 

クラブフォーラム 

理事会報告              遠藤常臣会長 

●親睦旅行について 本多親睦活動委員長 5/31-6/1

「上高地帝国ホテル宿泊と自然体験・散策・松本周辺

観光」のご案内を配布いたしました。(詳細説明)参加

申込は 4 月末までにお願いします。参加費は 5 月の連

休明けに集金いたします。 

●磯新会員の会務分担について 

 親睦活動委員会と社会奉仕委員会です。 

●さくらフェスティバル振替の 4/8 の例会について 

イベント中止のため、例会は休会とします。 

●市民まつりの際の募金 14,934 円はポリオプラスに

寄付をいたします。 

●5 月からクールビズといたします。 

●今後の例会について 新型コロナウイルスの感染防

止のため 4 月 15 日・22 日は休会といたします。次回

は連休後の 5 月 13 日ですが、変更する場合は持ち回

り理事会で決定して、ご連絡いたします。 

●例会のお弁当を依頼している葉月さんが、今月末に

店舗を移転されます。開店時にクラブより御祝花を送

ることにいたしました。 

クラブ細則の改定について  

＊クラブ規定審議委員会 岡本正伸委員長より概略説明  

今回のクラブ定款細則変更に関しましては、既に資

料配布をしていますので、皆さん御目通し頂いている
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ことと思います。また、配布の際に概略のご説明をさ

せて頂きましたが、本日、審議決定頂くことに伴い再

度簡単に経緯と内容についてご説明を致します。 

一昨年にＲＩの規定審議委員会により、ＲＩの定款

変更が決定され、昨年の 7 月 1 日より、新たな標準ロ

ータリー定款と推奨ロータリークラブ細則が示されま

した。定款は、ＲＩの標準ロータリー定款がそのまま

適用となりますが、細則については定款に反しない限

りにおいて各クラブの実情により定める事ができます

ので、今回の標準定款と推奨細則の変更に伴い、当ク

ラブの細則変更について検討をすることが必要となり

ました。 

その関係で、クラブ運営規定の第４条１１項に基づ

いて、昨年１０月２日の理事会で規定審議委員会の設

置が決定され、規定審議委員７名の指名を受け、規定

審議委員会を合計３回開催し、また、メールでの意見

交換を経て、２月５日の理事会に変更クラブ定款細則

案を上程致しました。 

本来であれば、３月の第１例会に会長より提案のう

え審議決議をする予定でしたが、新型コロナウイルス

の関係で、本日になりました。 

細則の改正にあたり、改正標準定款と改正推奨細則

の変更点を現在及び過去の定款等で確認し、改正すべ

き事項を検討した結果、いずれも、従来の規定をほぼ

継承した改正となっていましたので、個々の会員にと

って大きく影響する本質的な事項の改正は見当たりま

せんでしたが、次の二つの規定について、定款細則改

正の必要がありました。一つ目は、皆さんご承知のと

おり、メークアップの期間についてです。現行定款（第

１２条第１節（a））では例会の定例の時の前後１４日

にメイクしなければならないと規定されていましたが、

標準定款ではメークアップ期間に関する規定（第１０

条第１節（ｄ））で、同じ年度内に欠席をメークアッ

プすれば良い事に変更されました。二つ目は、定款細

則改正の際に会員への改正案通知期間（推奨細則第１

１条）を１０日から２１日に伸長する変更の２か所で

す。 

改正後の標準定款では、一つのセンテンスで規定さ

れている条文を箇条書きとして読み易く改正されてい

ること、会員身分についてより広く解釈できるように

職業分類に関する規定等が削除されました。また、各

クラブの実情に合わせた定款運用ができるよう、定款

の一部規定について細則により例外を設けられるよう

配慮されています。今回の定款細則改正に関する、メ

ークアップ期間につての定款第１０条第１節（ｄ）に

ついても、定款細則により定款と異なる規定が出来る

事になっています。 

定款細則改正にあたっては、標準定款及び推奨細則

に反しない事、現在の定款細則規定を極力踏襲し、そ

の内容や文章、文言等について出来得る限り継承する

事を心掛け検討を致しました。現行定款は全１１条で

あるところ、今回のメークアップの期間に関する条文

を第６条に追加した結果、現行定款細則６条以下を各

１条繰下げ全１２条となりました。 

みなさんの関心事は、メークアップの期間の問題と

思いますので、前回の資料配布の際にもお伝えしまし

た多摩中グループの他クラブの状況を再度お話し致し

ますと、昭島、小金井さくら、三鷹の３クラブが改正

標準定款の規定を適用し、その他のクラブは従来どお

り１４日間としているとのことでした。 

当クラブの改正定款細則では２８日とした訳ですが、

これは、以前のアンケート結果も参考に致しました。

アンケート結果では、同年度内すなわち改正標準定款

どおりとする方が１３名、従来どおりとする方が１３

名、その他３か月等ですが５名、２８日とする方が１

３名となりました。この結果を勘案しますと、同年度

内とするよりは一定の期間を設ける、そして今までの

期間よりもゆとりのある期間とすることが、より皆さ

んの意見を反映するであろうとの結果、従来の期間の

２倍である前後２８日としました。 

また、旧定款では明確性を欠いていたメークアップ

期間の初日について、当該欠席日を含む前後２８日以

内とし、起算日を明確にしました。 

最後に、本日、改正定款細則について決議頂く訳で

すが、今回提案しました改正定款細則が否決された場

合は、既に改正されている標準定款の規定が適用され

るため、メークアップは昨年７月１日から同一年度内

に行えば良い事になり、既にメークアップ済みの方も

含め、今年度内のメークアップ期間が適用されます。 

改正定款細則が承認された場合は、附則の定めによ

り、改正定款細則は本日から実施となりますが、メー

クアップに関する第６条の規定は、標準定款との関係

から令和元年７月１日に遡及して適用するとの規定と

しましたので、今年度のメークアップ期間は欠席日を

含む前後２８日となります。 

＊遠藤会長 ただ今規定審議委員会の岡本委員長から

細則の改定の提案がありました。本日は会員の定足数

（出席会員の 2/3）を達しています。賛成の方は挙手

をお願いします。(会員の挙手確認：30 名)本改正案

は可決されました。ご協力ありがとうございました。 
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●会員記念日紹介       本多親睦活動委員長 

３月のお祝い           

会員誕生月 

時田千弘会員（22 日） 

岡本正伸会員（1 日） 

山崎義晴会員（16 日） 

喜連紘子会員（30 日） 

山岡眞茂会員（28 日） 

小松正典会員（24 日） 

夫人誕生月        

村上隆秀会員夫人・真弓様 

青木健会員夫人・光世様 

小澤崇文会員夫人・恵子様 

本多鋼治会員夫人・治美様 

４月のお祝い          

会員誕生月 

津戸 最会員（9 日） 

夫人誕生月        

木島常明会員夫人・和子様 

秋山治一会員夫人・登美子様 

ニコニコＢＯＸ         北島正典親睦活動委員 

●遠藤常臣会長 磯新会員の入会心より歓迎致します。 

●喜連紘子幹事 皆様、お久し振りです。お元気そう

で何より!です。誕生日のお祝いを頂き有難うございま

す。一昨日無事 77 才となりました。磯さんのご入会・

大歓迎します。ロータリーライフを楽しんで下さい。 

●時田会員 新入会員 磯昇さんの入会を大歓迎致し

ます。3 月は小生 81 才の誕生日お祝い有難うございま

す。 

●小川会員 本日より磯昇さんが入会されました。私

との付き合いは 15 年位になります。職業的には大ベ

テランですが、ロータリーは初めてです。会員皆様の

ご指導よろしくお願い致します。 

●村上会員 家内の誕生日祝を有難うございます。ま 

た磯昇会員の入会を心より歓迎いたします。 

●岡本正伸会員 月遅れの誕生祝い有難うございます。

また、磯さんのご入会を歓迎します。ロータリーライ

フを楽しんで下さい。 

●山崎会員 誕生祝いの記念品ありがとうございます。

70 才になってしまいました。また磯新会員入会心より

歓迎致します。 

●木島会員 お久し振りです。皆さん無事耐え抜いて

いますね。おめでとうございます。妻への誕生祝いあ

りがとうございました。今月末で私と同年になります。

幸い二人とも元気に過しています。 

▲ ３月誕生月の時田会員・山崎会員・岡本正伸会員・ 

喜連紘子幹事・小松会員 

●小澤崇文会員 家内に誕生日プレゼント有難うござ

います。失念しておりました。 

●北島清高会員 皆様お久しぶりです。休会が多く予

算が達成しそうもないのでニコニコします。新型コロ

ナウイルス十分に注意しましょう。 

●ゴルフ同好会(五十嵐会員・村上会員・遠藤常臣会長) 

先日のゴルフ同好会コンペが小金井 CC で開催されま

したが、準優勝村上会員、3 位五十嵐会員、優勝及び

ベスグロは遠藤常臣でした。 

●親睦活動委員長：本多会員 本日親睦旅行のご案内

をしましたが、締め切りが今月末となっております。

皆様の参加お待ちしております。妻の誕生日プレゼン

トありがとうございます。磯新会員の入会心より歓迎

いたします。 

＊ニコニコ BOX 合計 43,000 円 累計 1,472,000 円 

出席報告              岡田出席奨励委員 

  ４月 １日 在籍５１名中 出席３４名    

  3 月の例会は新型コロナウイルスの影響で休会 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

＊新型コロナウイルスの関係により下記の会議の開催

が中止となりました。（主な会議のみ） 

国際大会ホノルル・ＰＥＴＳ・カンボジアＰＪ報告会・

多摩中グループ協議会 (3 月･4 月)・多摩中グループＩ

Ｍ・20-21 地区研修協議会(6 月末に予定) 

 

クラブ事務所前に垂れ幕を設置いたしました     

(広報・IT 委員会) 
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国際ロータリー第 2750地区 

2019-20年度 地区大会 

 

 

 

 
 

 

 

2 月 25 日（火）地区大会が開催された。急速に広ま

った新型コロナウイルス対策として国、自治体挙げて

の注意喚起最中の開催であり、規模をかなり縮小し、

マスク着用義務化、会場入り口にはハンドミスト設置

など対策万全の呼び掛けを行っての強行であった。 

当クラブからは国立駅集合組を始め 18 人が参加し

た。ただ、例年最後に行われる、日頃お会いしない他

クラブの多くのロータリアンと触れ合える懇親会が中

止になったこともあり、最後まで残ったのは数人。コ

ロナウイルス感染の危険を少しでも減らそうと、ラッ

シュアワーを避けての早時の帰路となったのだろう。 

大会本会議の公式行事は順序よく進み、地区内参加

クラブの紹介は例年とは逆にパシフィックベイスング

ループから 9 グループ。90 数クラブの紹介は各ガバナ

ー補佐が手際よく進めたにも拘わらず随分時間が掛か

った。続いて「第 2750 地区現況報告」と称するガバナ

ー挨拶。これは奇妙な､全く型破りなものだった。前半

最後は寛仁親王妃信子殿下の記念講演「耳を傾けて」。

国内外極めて幅広い方々との交流の経験をつぶさに語

られた。 

コーヒーブレイクの後は各種委員会報告と大会決議

案協議採択、ガバナーエレクト、ノミニー紹介と続い

たが、その後の「青少年活動報告」でやっと大会が引

き締まった感じを得ることができた。ローターアクト、

青少年交換留学生、RYLA、Ｒ財団平和フェロー、Ｒ財

団奨学生、米山記念奨学生方の報告だが、交換留学生

の報告では、2 月初旬三中との交流会に参加したアメ

リカ、ドイツからの来日生二人が立派な日本語で来日

理由や日常の活動を披露した。 

休憩を挟んで記念公演、カトーエミイ舞踏塾による

フラアーツ。会場に設置された大画面も駆使しての、

神に捧げる古典フラと華やかな現代フラダンスの披露

で参会者を十二分に楽しませてくれた。 

最後は寄付目録贈呈、記念品贈呈、長寿会員表彰・・・ 

と予定通り進み、18 時半近く無事閉会点鐘となった。

長時間ご苦労様でした。ところで開会点鐘後に斉唱し

たロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」は当クラブでも

唱い慣れた方が良いのではないだろうか。 

(木島クラブ会報委員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：令和２年 2 月 25 日（火）13 時点鐘 

(2/26 の例会振替) 

会  場：グランドプリンスホテル新高輪 

国際館パミール 

出席報告              

  在籍５０名中 出席１８名    

前々回 (２月１２日) 出席率 97.92％ 

第 2443 回例会報告 

回例会報告 


