
１昨日座間ＲＣの

例会に出席し、先

週の大和ＲＣ、大和

田園ＲＣを合わせて

三クラブの表敬訪

問が終わりました。

さて、私は、父が

海軍出身で、夏になると父の肩に乗って沖まで往

復するのが小さいころの楽しみでした。今週18日は

海の日です。本日はかねてより大変待ちかねており

ました日本丸飯田敏夫キャプテンの卓話です。どう

ぞよろしくお願いいたします。

私の職業分類は、自動車教習所ですが、自動車

の運転を教える中で重要なことは、前後左右を見

る事だけでなく危険予測をしっかり身に着けること

です。海の上では更に危険防止を教えることは、大

変なことだと思います。

日本は、徳川家光の鎖国政策で渡海禁止令が

出て、家康が積極的に行っていた朱印船の建造や

貿易が禁止されました。朱印船は、今のタイやベト

ナムまでも航海し、千石船等とは、比較にならなかっ

たようです。航海技術・造船技術が200年衰退して

しまったようです。江戸末期に開国後、これを取り

戻すことは、大変であったと思いますが、その後の

日本の技術には目覚ましいものがあります。

さて、ロータリーに目を向けてみますと2016規定

審議会については、先週お話ししたように、採択さ

れた案件について、8月15日までに立法案反対表

明書を提出することで、反対の意思表示を表明す

ることができます。主な変更事項は、大きく分けて、

柔軟性と言う例外規定を認めるもの、これは、標準

ＲＣ定款に変更を加えずに例外規定をクラブが選

択し、クラブ細則を修正できるものです。これには、

例会と出席に関する規定の例外、会員身分に関す

る規定の例外、出席要件に関するものです。また、

ＲＣ定款・細則等を改正するものには、人頭分担金

増額の件などがあります。8月4日の理事会で、審

議したいと思いますので、会員の皆さんで意見、質

問のある方は、8月3日までに会長幹事まで書面に

より、お申し出下さい。提出意見があった場合、ある

いはなかった場合について会員の代表であります

理事役員会で審議し、決定したいと思います。尚こ
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【 本日のプログラム 】 7月24日 移動例会 「サザンビーチ地引網」
【 次回予告 】 8月4日 新入会員挨拶 「イニシエーションスピーチ」

【 第1818例会 】 平成28年7月21日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 新村 千成 君
【ゲスト】 飯田 敏夫 様 【 ビジター 】 大矢 成行 様（座間RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 4名(敬称略)

42名 35名 89.74% 89.74% 10名 原嶋、引田、池澤、岸

会長の時間 入江 公敏 会長
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の件については、地区規定審議会代表委員であり

ました後藤ＰＧにコメントをお願いいたします。

規定審議会採択事項に対する反対表明について

後藤 定毅 会員

クラブが反対表明をす

るかどうかの参考に、会

長から要請がありました

ので、今回の規定審議

会の重要な採択案件に

ついて、説明させて戴き

ます。

①16－21 例会頻度と出席に例外規定の柔軟性を

認める件

②16－36 会員身分の柔軟性を認める件

③16－99 人頭分担金を次年度から毎年４ドル値

上げする件

これらは全て今回の規定審議会で採択されたも

のですが、この提案に対し、RIは次のような三つの

理由を述べています。一つは、クラブに柔軟性を認

めないと、ロータリーでは今後会員基盤の縮小と高

齢化が続く可能性がある。二つは、試験的プロジェ

クトによるパイロットクラブでの結果が良い。三つは、

毎年会員身分終結の8～9％は、出席要件を満た

せない。というものです。

もちろんこの柔軟性を認めるかどうかについて

は、クラブに最終的な選択権があるという余地を残

していますが、私はRIの考える方向性に大きな疑問

を持たざるを得ません。

1905年にポールハリスによって創立以来、110年

間という長い歳月、ロータリーは「選ばれた職業人

による一業種一人制」、そして「週一回の例会によ

る自己研鑽」という基本理念によって、世界中から

評価を得て、発展成長を遂げてきたわけですが、組

織としての基本理念をさておいて、それをどうする

かを自由にクラブ任せにしてしまおうということは、

ロータリーの否定という以外の何物でもない、と思

います。まさに「ロータリーのライオンズ化」というこ

とになるのではないでしょうか。

職業を異にする会員が週に一度、食事をともにし

ながら親睦を育み、いろいろな情報を交換しあい自

分を磨き高めて、世のため人のため奉仕をするよ

うにという例会出席の目的がロータリーにはありま

した。すなわちロータリーの例会は同業者の集まり

と違って、互いに役職を離れて非常に開放的な雰

囲気の中で、腹を割って話をすることが出来る。お

互いが知り合いになり、友人が得られ、さらに友情

が深められ、視野を広げることが出来る。業界を代

表する会員が知らず知らずのうちにお互いに啓発

されて、この境地を自分の職業に生かすことによっ

て地域社会に貢献することにもなるわけです。だか

ら「ロータリーの例会は人生の道場である」と言った

先人もいます。極論すればロータリーは出会いを大

切にしますし、そもそも出席が出来ない人には、会

員になってもらわなくても良いというのがロータリー

クラブの原点だったということではないでしょうか。

この採択で「出席」の意義は、まったくクラブによっ

てまちまちとなってしまいました。

また上位規定であるクラブ定款に明確に規定さ

れていた例会頻度と出席について、あるいは会員身

分について、下位規定であるクラブ細則で例外とし

て規定するように出来ることは、「ロータリーは何で

もあり」に繋がることになるのではないでしょうか。

さらにこの二つの柔軟性をというRI提案の根拠

は、15年にわたり例会数を減らしたクラブを認める

試験的プロジェクトの成果と言っています。しかし審

議会での質疑では具体的な数字を示すように求め

られましたが、何も数字が示めされませんでした。ご

案内のように既にEクラブを認め、例会あるいは出

席を形骸化している現在、ロータリーアンとしての要

件を低くしても、世界の275のEクラブの会員数は、

高々約6,000人ほどですし、世界の会員数は122万

人を行ったり来たりの状況であることです。この状

況でRIはロ－タリーを基本理念なきものにして、クラ

ブに任せればもっと会員が増えるというのでしょう

か。

そして人頭分担金の増額の件ですが、前日まで

の提案は、毎年１ドルの値上げというものでした。審

議当日RI副会長や事務局が説明に登場し、RIとロー

タリー財団の投資収益が約９億円もの赤字だから

急遽４ドルに値上げ、３年後には68ドルに修正採択

されました。当然会場の代表議員からは反対意見

が多く出ましたが、賛成多数でした。この件につい
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ての一番の疑問は、値上げ金額の問題よりも、提

案の前日に修正を行うRIの財務の捉え方があまり

にも杜撰ではないかということです。この人頭分担

金値上げの影響は、クラブあるいは個々の会員に

及ぶものですから丁寧な説明が求められると思い

ますが、納得出来る説明は得られませんでした。出

席要件をライオンズに追随化したにかかわらず、ライ

オンズの人頭分担金は年間43ドルだと聞いていま

す。これで良いのでしょうか。

以上今回の地区代表議員として出席し感じたこ

とを申し述べました。クラブとして反対表明を出すか

出さないか、会員あるいは理事役員会の決定する

ところですが、RIが決定したことだから等々の問題

で捉えるのではなく、8月15日の締切りにはロータ

リーの魅力をどう考えるかの観点で、議論し判断さ

れることを期待しています。

後藤ＰＧありがとうございました。今回の規定審

議会の制定案は、ロータリーが成長していくために、

そして、最初に話した危険予測の為に本当に必要

なのかどうか。理事役員会で審議していきたいと考

えます。

それでは、この立法案反対表明書の提出につい

ては、最終的に理事役員会の決議にお任せ願えま

すでしょうか。ありがとうございます。

①会員候補者、竹野国敏さんが推薦されましたの

で、皆様に通知いたします。異議のある会員は本

日から７日以内、２７日水曜日までに幹事までお

申し出ください。

②8月4日の例会は、新村会員、小倉会員、玉川会

員のイニシエーションスピーチです。よろしくお願

いいたします。

③次週28日は振替休会になります

④地区から青少年交換学生募集、ロータリー奨学

生募集の案内が来たので回覧いたします。

【理事会報告】

①大和市立引地台中学校より青少年育成基金の

申請がありました。岸幸博青少年育成基金委員

長から詳細な説明があり、審議の結果、合計３０

万円の支給を決定いたしました。

②橋本吉宣会員、梅野房子会員から申し出があり

ました、出席義務規定の免除申請を受理致しま

した。また、お二人にはそれぞれ内規第９項により

見舞金を贈呈致します。

③現在行われております、大和自動車学校と大和

警察署との共催事業、「高齢者に対する特殊詐

欺への注意喚起活動」への出席をＲＣ定款第９条

第１節の出席(メークアップ)扱いとすることに承

認決定致しました。

お祝いの方々

親睦活動委員会 藤田 方己 副委員長

会員誕生日 郡司 守 君 7月24日

配偶者誕生日 北砂 仁美 夫人 7月29日

創業記念日 川名 惠美子 君 8月1日

入会記念日 高橋 清 君 7月23日

石川 健次 君 8月3日
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幹事報告 阿萬 正巳 幹事

委 員 会 報 告



新会員

新村 千成 君

初のソングリーダー

「シーマンシップと帆船教育について」

帆船日本丸 キャプテン 飯田 敏夫 様

詳しい内容は下記よりダウンロード下さい。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasg

SRU38-xP8TSiJlA
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大矢 成行 様（座間RC）

こんにちは。今週も来てしまいました。よろしくお

願いします。

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事

本日は、帆船日本丸の飯田敏夫キャプテンが

卓話にお見えです。ようこそ我がクラブへ、お出

で下さいました。今日の卓話楽しみにしています。

横澤 創 君

日本丸キャプテン飯田敏夫様、本日の卓話楽

しみにしていました。苗加さん、久しぶり。これから

は毎週会いましょう。

玉川 雄 君

先日、7月16日妻の誕生日でした。綺麗なお花

をありがとうございました。妻もとても喜んでいま

した。ありがとうございます。

川名 惠美子 君

今日も一日みな様が幸せであります様に。

石川 健次 君

入会記念日のお祝い、ありがとうございます。

平成元年入会でしたが、北砂会長、後藤幹事のコ

ンビは、何か緊張感がありましたね。

髙橋 清 君

入会記念のお祝いを頂き、ありがとうございま

す。

北砂 明彦 君

妻へのお祝い、毎年ありがとうございます。マク

ドナルドと同じで、少し株が上がります。

新村 千成 君

入会間もない中、妻の誕生日、結婚記念日を

祝って頂き、ありがとうございます。これからも、よ

ろしくお願い致します。

郡司 守 君

誕生祝い、ありがとうございます。83歳になりま

す。芸能界では、巨泉、永六輔や九年会と言われ

る人たちが亡くなっています。私は、まだ皆様とお

付き合いさせて頂いてるおかげで元気です。

鈴木 洋子 君

娘婿が、最短で課長になれましたが、2か月程

の研修後、何処にとばされるか分かりません。ちょっ

と心配です。また、8月4日は娘婿のお姉さんがチェ

コに転勤しますので、成田まで見送りの為、申し訳

ございませんが、ロータリーをお休みさせて頂きま

す。

スマイルボックス 鈴木 洋子 副委員長 本日 \12,000 累計 \69，０0０

卓 話


