
まず初めに、3年に一度の規定審議会が開催され

るにあたり、立法案（制定案）提出の依頼が地区より

来ておりました。本来であればクラブ内に提出の有無

を確認するべきところを失念してしまいました。提出

期限は8月31日でした。深くお詫び申し上げます。今

回茅ヶ崎RCより2件の提案がありました。すでに皆様

へメールおよびFAXにて案内をしております。ご確認

の上反対のご意見の方は、北砂まで申し出てください。

なお、賛否は多数決にて決定させていただきます。

（地区への提出日10月5日必着）

１．規定審議会：制定案提出の流れ

規定審議会

規定審議会は、ロータリーの組織規定文書を改定

する統治機関です。3年に一度開催される規定審議

会では、制定案を審議し、投票します。各地区は規

定審議会に 1 名の代表議員を派 遣し、すべてのク

ラブと地区が制定案を提出できます。

制定案の提出締切日

2022年規定審議会で審議するためのクラブと地

区の制定案は、2020 年 12 月 31 日までに国 際ロー

タリーが受理する必要があります。締切日厳守で、例

外は認められません。

制定案の提出

クラブ、地区、RI 理事会、RIBI 審議会（もしくは大

会）、または規定審議会が、制定案を規定審 議会に

提出できます。ただし、クラブからの制定案は、ロータ

リーに提出する前に、地区大会、 地区立法案検討

会、クラブ投票のいずれかにおいて、地区内クラブの

承認を得なければなりません。

制定案の承認

クラブが制定案を提出する場合、地区から承認を

得るために地区に送る前に、クラブ理事会が まず会

員にこれを提示し、クラブで採択する必要があります。

地区大会（RIBI は地区審議会）も 、制定案を直接地

区に提案することができます。クラブまたは地区から

提出された制定案は、 地区大会、地区立法案検討

会、またはクラブ投票を通じて、地区で投票され、承

認される必要 があります。 地区大会または地区立

法案検討会で制定案の投票を行う時間がない場合、

ガバナーはクラブ 投票を実施することができます。

正規の手続で提出された制定案

制定案が正規の手続で提出されたとみなされるに

は、以下の情報を含めて 2020 年 12 月 31 日まで

に提出しなければなりません。 1. 提案したクラブ名ま

たは地区番号 2. 制定案が地区によって提案または

承認されたことの、ガバナーによる証明 3. 提案者に

よる趣旨および効果に関する声明文（300 語以内）
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【 本日のプログラム 】 9月17日 第2回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問に備えて」 辻彰彦ガバナー補佐

【 次回予告 】 10月1日 第3回クラブ協議会 「ガバナー公式訪問」 久保田 英男 ガバナー

【 第1994回例会】 令和2年9月10日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君

【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 向井 嘉男 君

【ゲスト】 淡路 雅夫 様、関明月 様 【ビジター】 冨岡弘文 様（大和RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

27名 20名 76.92% 81.48% 1名 原嶋、池澤、入江、小栁、苗加、小野

会長の時間 北砂 明彦 会長

2001号



4. 提案する変更を入れた（下線または取消線を使

用）組織規定のワード文書 さらに、制定案はすべて、

地区による承認後 45 日以内に提出すべきです。

制定案を国際ロータリーに提出した後

事務総長がまず、制定案が正規の手続を経て提

出されていることを確認します。次に、定款細則委員

会による審査に向けて、事務総長が制定案を準備し

ます。委員会はそれそれぞれの制定案を審査し、正

規の手続に沿って作成されたものかどうか、欠陥があ

るかどうかを 検討します。委員会はまた、事務総長と

協力して、各制定案の「財務上の影響」を起草します。

同一または非常に類似した制定案が提出された場

合、委員会は、これらの制定案を一つに統 合し、全

提案者の名前を列記します。 複数の案件の内容が

似ている場合、これらの案件の提案者に対し、委員

会が折衷案を勧めます。提案者が折衷案に同意す

れば、規定審議会が一つの折衷案を掘り下げて審議

できるというメリットがあります。

会長幹事会出席者ロータリー友地区代表委員

湯河原RC 神谷一博さんからのお願い。素晴らしい

「ロータリーの友」誌をみて、読んでいただきたい。特

集の「この人を訪ねて」の

候補者を推薦して頂きた

い。（ご本人には伝えない

でください）2780地区から

は未だ掲載実績なし広告

掲載のお願い毎月９３，０

００部発行です。利用して

ください。「ロータリーの

友」を買い増しし、事業所（取引先などにも）において

ください。ロータリーのイメージ向上になると思います。

2780地区第6グループ クラブ状況ヒアリングに関

して報告がありました。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 阿萬 正巳 副委員長

配偶者誕生日 野口 雅子 夫人 9月11日

富澤 志津子夫人 9月16日

創業記念日 入江 公敏 君 9月10日

「私達の社会は、コロナ問題から何をまなぶか」

淡路子育て支援教育研究所

主宰 淡路雅夫 様

詳細は下記よりダウンロー

ドください

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

AoasHCt7SKashyD1-

Uci83vEy0n4?e=EYC

VRo
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幹事報告 野口 宏 幹事

委 員 会 報 告

冨岡 弘文 様（大和RC）
辻AGとIMの打ち合わせがあったのですが、今日の卓話

はおもしろいよと誘って頂きました。どうぞよろしくお願いし
ます。
北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事、
本日の卓話者淡路様、当クラブもコロナ問題で大変わ

れております。本日の卓話から多くを学びたいと思います。
よろしくお願いします。
橋本 日吉 君、辻 彰彦 君
淡路先生、本日はお忙しい中、ありがとうございます。

本日の卓話「私達の社会はコロナ問題から何を学ぶか」
楽しみにしております。
野口 宏 君
妻の誕生日プレゼントありがとうございます。初めてです

ので、びっくりすると思います。
石川 健次 君
淡路先生、本日の卓話楽しみにしておりました。17～8

年前になりますが、私の娘が新卒で浅野学園に採用して
頂き、校長の淡路先生に大変お世話になりました。今日
は、先生のお話をしっかり聞いて娘に報告させて頂きます。

長野 俊八 君
入会記念日祝って頂きありがとうございます。

富澤 克司 君
本日は淡路様、卓話よろしくお願いします。また家内の

誕生祝をありがとうございます。
新村 千成 君
淡路様、ようこそお越し頂きました。本日の卓話よろしく

お願いいたします。
後藤 定毅 君
本日偶然にも故横澤会長の三回忌の命日です。コロナ

禍の中、改めて横澤さん「あいせば」の思いが募ります。
合唱。
髙橋 清 君
淡路子育て支援教育研究所主宰淡路雅夫様、お忙しい
中、お出で下さいましてありがとうございます。卓話拝聴い
たします。
石川 達男 君
9月10日は横澤さんの三回忌になります。囲碁をよくやっ

たことが思い起こされます。あらためてご冥福をお祈りいた
します。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥23,000 累計 ￥１４２，０００

卓 話

米山奨学生 関明月さん


