
ただいまより、年次総会を開催します。（定足数

の確認＝会員総数の1/3）

クラブ細則に基づき、先週の例会で、2012～20

13年度の役員・理事及び会計監査候補を指名し

て、皆様にお知らせしております。クラブ細則第３

条第１節により、本日の年次総会でこの件につき

「選挙」を行うことと定められていますので、これ

より候補者名を申し上げてご承認を諮りたいと思

います。

「役員」横澤創（選挙済），入江公敏（選挙済），

岸幸博，松崎正実，後藤定毅，石川健次

「理事」北島照介，山崎賢二，高橋清，原嶋賢

一郎，中島康次郎

「会計監査」郡司守，古郡清

規定によりますと過半数で承認となりますので、

これから採決をさせて頂きますが、賛成の方は拍

手をお願いします。（賛成多数と認め、全員が当

選されたものと宣言します。）

それでは、横澤 創会長エレクトより代表してご

紹介とご挨拶をお願いします。

ロータリークラブの総会は、

役員・理事及び会計監査を選

挙する「年次総会」のみです。

それ以外に「臨時総会」を開い

て会員の総意を諮るという規

約も習慣もありません。

クラブの定款、細則の改正と会員身分終結に

関する提訴は、総会ではなく、「定足数を満たした

例会」で審議することになっています。そして議案

は10日前の予告が必要とされています。

一般社会では、会員の総意に諮って物事を決

定することが良くありますが、ロータリーでは理事

会の「先議権」が優先します。クラブの管理運営に

関する提案を、理事会に諮らずに、直接例会で討

議してはならないという大原則があります。

従って、会員の総意を諮るのは、役員を選挙す

る本日の「年次総会」のみと定められています。理

由は、「例会とは会員と来訪者の親睦の場である

修正

36名 30名 88.24％ 88.24% 6名 引田、岸、小栁、梅野
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【 本日のプログラム 】 12月8日 卓話 「前年度地区出向者報告」 長野直前地区職業奉仕・松崎直前地区国際
奉仕 【 次回予告 】 12月15 クリスマス家族会(夜間移動例会)

【 第1598例会 】 12月1日（木） 【 司会SAA 】 原嶋 賢一郎 君 【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」

【 ソングリーダー 】 北島 照介 君 【ビジター】 竹田 栄 様（大和RC）
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から」とされており、毎週の例会出席を大事にする、

ロータリーの考え方を表していると思います。

①先週の例会にて報告致しま

した富澤克司さん入会の件、

本日までに意義がございま

せんでした。今後、入会の手

続をとり、入会金の支払いをもって会員と認め

ます。

②次週12/8例会終了後、理事・役員会を開催い

たします。

③12/15はクリスマス家族例会です。中央林間ラ・

パレットにて18時30分に開催致します。多くの

ご参加をお待ちしております。

④世界大会タイ・バンコクの第1回登録締切は本

日です。ガバナー事務所にお申し込み下さい。

雑誌委員会 中島 康次郎 委員長

今月は家族月刊で特集で「縁」という事で多く

のご家族が紹介されておりました。

やはりRI会長メッセージですが、「家族とともに」

の”家族が集まって地域社会を形成”、“家族から

始まる”、“ロータリーは「私たちのために」”が解り

易く書かれており個人的に家族の理解の大切さ

を改めて感じさせられました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 北島 照介 委員長

会員誕生日 岩松 薫 君 12月1日

岸 幸博 君 12月5日

配偶者誕生日 岸 君子 夫人 12月3日

舘盛 礼子夫人 12月4日

入会記念日 松崎 正実 君 12月3日

『姉妹クラブについて』

石川 健次 会長

ただいまより、姉妹クラブとの交流について意見

交換のためにフォーラムを開催します。

本来は国際奉仕や姉妹クラブ担当にお願いす

るところですが、本日は委員長として忌憚のない

ご意見・ご感想をお聞きするため、会長幹事の担

当とさせて頂きました。

それでは、先日の東慶州ＲＣの訪日歓迎懇親会

にかかった費用明細を配布していますので、ご覧

になりながらお聞きください。（→会計報告書）

個人的な感想ですが、高橋国際奉仕委員長の

工夫とご努力で、歓迎会の費用を参加者51名で

割ると、3時間以上も浴びるほど飲食を続けたにも

関わらず、一人3,800円程で納まっていて、北京飯

店の5,000円会費よりかなり安く済んだと思いまし

た。例年、こういった場合の不足分は、会長など

関係者がそっと補填していたようですが、今回は

事前に特別会費として旅行費用に上乗せして預か

りましたので、私個人はほとんど負担していません。

新しい会員もおられますので、もう一度姉妹ク

ラブのおさらいをします。東慶州ＲＣと大和中ＲＣは

1983年（28年前）に大和中ＲＣの寺田元会長が、

慶州市を訪れた際、メイクアップに東慶州ＲＣを訪

問したところ、あいにく休会日だったそうです。そ

のとき鄭パストガバナーに大変親切にして頂きお

世話になったことに感激したことが、大和中ＲＣと

東慶州ＲＣとの姉妹締結のご縁の始まりと聞いて

おります。

姉妹関係締結以来 しばらくの間は「交流」といっ

ても毎年6月末に慶州市を訪問して先方の会長の

離就任式に訪問するだけの「儀礼的な関係」であ

りました。近年は、事あるごとに両クラブがお互い

を必要として「協力して奉仕活動」ができつつある

ように思います。

一例を挙げますと、大和中ＲＣでは伝統的に新

世代関係の奉仕活動に力を入れてまいりました。

近年では大和市内と韓国の中高生との「スポーツ

交流」を実施した際に、東慶州ＲＣメンバーのご協
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力を頂き、日韓の青少年の交流と親善を果たすこ

とができました。

東慶州ＲＣがここ数年大変力を入れていた、イン

ドネシアのボゴールＲＣとのＷＣＳ・マッチンググラン

ト事業にも、大和中ＲＣの会員有志が姉妹クラブ

の代表として、現地に赴いて事業に参加・協力い

たしました。

■問題点

①姉妹クラブの相互訪問は公式行事であるはず

だが、有志参加者以外は無関心。

②多額の奉仕会計予算（＝今回は225,000円）を

使う意義。

③参加される会員有志も、個人的に多額の費用

を負担している。

④東慶州ＲＣのメンバーは108人。姉妹クラブとし

て対応される会員も大幅に若返ってきた。大和

中ＲＣは20年来大体同じメンバーが関わってい

る。

姉妹クラブとの取り組み方ですが、外野でいる

ときには、私自身も以前はいろいろと意見がありま

したが、クラブ会長としていざ当事者になると、ど

うしても踏み込めない部分も正直ありました。それ

は腰が弱いということではなく、28年にも渡る姉

妹クラブとの交流の歴史や実績に加え、東慶州Ｒ

Ｃのメンバーと相対すると、言葉は通じなくとも心

が通じるような気がして、先方の真摯な思いが伝

わってくるからです。これは、姉妹クラブとの交流

に一度でも参加した方なら、ご理解頂けることと

思います。

■それでは、姉妹クラブとの関係でお気づきになっ

たことがあれば、発言を求めます。

[高橋 政勝：国際奉仕委員長]

姉妹クラブのあり方とは、

国際奉仕と国際親善と考える

とわかりやすいと思います。姉

妹クラブの付き合いはもちろ

ん親善重視です。今回は大和でなく大阪になった

のも、我がクラブと東慶州では違う思いがあった

と思います。離就任式では石川会長がお互いに

無用なお土産を辞退するように取決めたにも関

わらず、今回も大量の土産を持参されました。こん

なことからも、国が違えば文化も違うと感じていま

す。

[舘盛 道明 会員]

姉妹クラブとの交流で、個人

的にも心でお付き合いができる

友人もできました。28年前に始

まった交流が、今も続いている

ことはとても良いことだと思いま

す。

[高橋 清 会員]

会長就任の前後3年間ほどの

関わりだけですが、私より家内が

親しみを感じているようです。東

慶州ＲＣは108名、大和中36名の

会員数や両クラブの年齢差もあ

るので、我がクラブはもっと若い人に頑張ってもら

いたい。クラブ予算や個人負担については特に問

題は無いと思います。

[鈴木 洋子 会員]

交流前は先入観持っていま

したが、参加してみると文化の

違いなどが理解できました。毎

回行っている人はともかく、初

めての人は事前に韓国や慶州

の歴史・地理など勉強してから

参加すると良いと思います。親

善ということであれば、ある程度の金銭的な負担

は仕方が無いと思います。

[後藤 定毅 会員]

28年前の姉妹締結のときの

国際奉仕委員長は、故北砂富
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三さんでした。前提として、姉妹クラブは親善が必

要ですが、仲良くなったその後には 日韓で国際

奉仕を目指すべきと考えます。30周年でのマッチ

ンググラントで活動したように、地域社会や世界の

ために事業をして欲しい。個人的に韓国の友人も

たくさんできましたが、姉妹交流では一部の人た

ちだけでなく、クラブ全員で応援して欲しいと思い

ます。

[辻 彰彦 会員]

姉妹クラブの交流内容につい

てはまだ良くわかりませんが、父

の遺品を整理した時に半分は韓

国の土産で驚いたことがありま

す。姉妹関係は一度締結したら、

継続することが必要と思います。その際は、過去

の交流の歴史や経緯、現在の会員の情報などを

相互に共有できたら良いと思います。（→クラブＨ

Ｐの活用？）

[藤田 重成 会員]

韓国との付き合いは最初

から理解していました。仲良

くしようと始まったのに、途

中でおかしくなった時期も

何度もありました。その原因は先方の事務局員が

大和中ＲＣからの連絡をまったく放棄していたらし

いのです。これではいけないと、寺田さん夫婦と4

人で個人的に韓国を訪問したところ、急に関係が

改善されるようになりました。一時的に疎遠になっ

たり、縁を切ろうかという話も何度か出ながらも、

現在に至っています。

交流関係で問題を感じるようなことがあれば、会

長・役員などで胸襟を開いてじっくり話し合いをす

れば良いと思います。

[石川 健次 会長]

本日は、フォーラムということでいろいろな意見

が出されましたが、私の年度では先方の都合に合

わせてしまったという若干の後悔もあります。横澤

年度には、今後の姉妹クラブの関係について、本

日のクラブフォーラムの雰囲気をご参考にして頂

けたらと思います。

それでは、本日のフォーラムを終わりたいと思い

ます。皆様ご協力ありがとうございました。
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竹田 栄 様(大和RC）
本日はお世話になります。12月に

入り今年度もカレンダーは1枚になり
ました。
石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
本日は、いよいよ年次総会です。又、後半クラ

ブフォーラムとなります。テーマは「今後の姉妹ク
ラブについて」です。皆さん積極的なご意見を出
し合って今後に活かしましょう ！
後藤 定毅 君
中島さん、東慶州RCとの写真をありがとうご

ざいます。飲んで食べていて何方だったか名前を
忘れましたが、楽しさが想い出として残りました。
ありがとうございました。
岩松 薫 君
①11/25妻の誕生日。誕生日は喜んでおりませ
んでしたが、お花のプレゼントは、大変喜んで
おりました。ありがとうございました。

②12/1今日誕生日です。業務多忙でお役に立
てず、申し訳ございません。定年までのカウント
ダウンに入っております。後2年…

舘盛 道明 君
妻礼子の誕生日が12/4だそうで、お祝いあり

がとうございます。
松崎 正実 君
入会記念日を祝って頂き、ありがとうございま

す。古い順で数えたら、1ケタになってしまいまし
た。
中島 康次郎 君
ポールハリスフェロー、米山功労者のお祝いあ

りがとうございます。
横澤 創 君
本日の年次総会において、次年度役員・理事

のご承認頂き、誠にありがとうございました。無
事に船出が出来るよう、精進いたします。

スマイルボックス 横澤 創 委員長 本日\11,000 累計\396,200


