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第1361回例会

令和元年６月６日（木）

◉本日の例会プログラム 12：30〜昼例会
◎次回例会プログラム

割烹丸清 委員会事業報告
6月20日（木）18：30〜夜例会
割烹丸清 会長・幹事「一年を振り返って」

前回（1360回例会）
の記録
令和元年５月23日
（木）
■ゲスト

■出席報告
会 員 数 22名
免除者数
1名
対 象 者 数 21名
本日出席者 16名
欠席者数
5名
出 席 率 76.19%

■ビジター

◎ロータリーソング

我らの生業

◎会長の時間 中島会長
皆さんこんばんは。5月も後半ばとなり昼夜
の寒暖差が激しい時期となりました。皆様いか
がお過ごしでしょうか？前回の例会後、創立
30周年記念事業の米村でんじろう氏サイエン
スショーのチケットの販売進捗状況を聞きますと、中々の売
れ行きのようです。弊社にもポスターを見てお問い合わせい
ただくこともあり、本当に嬉しい悲鳴です。また、先日は中
津市役所に赴き、奥塚市長へ先日の式典・祝賀会のご臨席の
お礼とでんじろう氏のチケットを持参いたしましたが、その
時に素晴らしいお時間でしたとお褒めの言葉をいただきまし
たので、この場で報告いたします。でんじろう氏のサイエン
スショーも、中津の子供たちに科学に学ぶことに夢をあたえ
られますよう、皆で盛り上げていきましょう。
先日、2019年４月14日〜 18日に、国際ロータリーの規定
審議会が米国イリノイ州シカゴにて開催されました。RI細則
第9.150．2項の手続きに基づき、採択された47件の立法案
を含め、審議会では計117件の立法案が審議されました。そ
の中で、特に我々に直接関係のあるトピックスを紹介します。

■1358回出席報告の修正
1358回欠席者
4名
メイクアップ
1名
欠 席 者
3名
修正出席率 80.95%→

85.71%

●メイクアップ
永松会員
（5/11別府東RC30周年）
●欠席者
大下会員、
佅倉会員、
矢頭会員

第13条 理事および役員および委員会
第５節―役員の選挙。
（ｂ）会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、
就任する日の直前18か月以上２年以内に選挙されるもの
とし、選挙された時点から会長ノミニーを務めるものと
する。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の
７月１日に、会長エレクトの役職名が与えられるものと
する。会長は、７月１日に就任し、その職務に当たるも
のとする。後任者がしかるべく選挙されなかった場合、
現職の会長の任期を１年に限り延長するものとする。
採択制定案 19-35
欠席のメークアップに関する規定を改正する件
標準ロータリークラブ定款を次のように改正する（『手続
要覧』第91ページ）。
第12条出席[本条の規定への例外は第７条を参照のこと]
第１節―一般規定。各会員は本クラブの例会、あるいは
細則により定められている場合は衛星クラブの例会に出
席し、本クラブの奉仕プロジェクトおよびその他の行事
や活動に参加するべきものとする。会員が、ある例会に
出席したものとみなされるには、その例会時間の少なく
とも60パーセントに直接またはオンラインのつながりを
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使って出席するか、または、会合出席中に不意にその場
を去らなければならなくなった場合、その後その行為が
妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示するか、
または、クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1
週間以内にその例会に参加するか、または、次のような
方法で欠席をメークアップしなければならない。
（a）同
年度内。同年度以内に、（1）他のロータリークラブ、他
のロータリークラブの衛星クラブ、または仮クラブのい
ずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。
または、
（2）ローターアクトクラブ、インターアクトク
ラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、
あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトク
ラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦
活動の例会に出席すること。または、
（3）RI国際大会、
規定審議会、国際協議会、RI元ならびに現役員のための
ロータリー研究会、RI元、現ならびに次期役員のための
ロータリー研究会または、RI理事会またはRI理事会を代
行するRI会長の承認を得て招集された他の会合、ロータ
リー合同ゾーン大会、RIの委員会会合、ロータリー地区
大会、ロータリー地区研修・協議会、RI理事会の指示の
下に開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下に開
催された地区委員会、または、正式に公表されたロータ
リークラブの都市連合会に出席すること。または、
（4）
他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目
的をもってそのクラブの例会定刻に例会会場に赴いたと
き、当該クラブが、定例の時間または場所において例会
を開いていなかった場合。または、（5）理事会承認のク
ラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社
会の行事や会合に出席すること。または、（6）理事会の
会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委
員会の会合に出席すること。または、（7）クラブのウェ
ブサイトを通じて、平均30分の参加が義務づけられた相
互参加型の活動に参加すること。
以上です。つまり例会メーキャップの猶予期間が同年度内な
ら有効ということとなりました。逆を言えばホームクラブの
例会を欠席するなら必ずメーキャップをしてくださいと言う
ことです。他にも変更部分はありますので、次年度に関わる
点が大ですので是非一度目を通してください。ロータリーク
ラブの組織は単年度制です。各年度でその時の特徴ある活動
ができる利点もありますが、中々引継ぎのできない側面もあ
ります。そこで、本日の例会は今年度次年度の委員会の引継
ぎの時間を設けましたので、担当の方は後ほどよろしくお願
いします。
次年度の話を聞く機会が多くな
り、いよいよ次年度へのカウン
トダウンも本格化してきました。
しっかりと、本・次年度の引継
ぎをして、次年度の宇都宮会長
に引き継いでいきます。本日も
短い時間ではございますが、最
後までよろしくお願い申し上げ
ます。
◎幹事報告 永松幹事
●例会変更 杵築RC 宇佐RC 湯布院RC
●週報受理 熊本平成RC 宇佐八幡RC 杵築
RC 仙台平成RC
●幹事報告
・中津中央RC例会６月プログラム
・仙台平成RCより姉妹クラブ交歓会開催日程のお知らせ
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◎本日のメニュー

◎ニコニコボックス
長野定生会員〕中島会長へ。あと残りわずか！！残るはで
んじろうショーのみ。頑張って下さい！！
宇都宮会員〕中島会長、辛嶋先生と佐伯マリンRCの祭事に
参加してきました。貴重な体験をさせて頂きました。
辛嶋会員〕宇都宮さんが先程報告した祭事に参加してきま
した。思い出に残るような物でした。
中島会長〕私も一緒に参加して行きました。佐伯マリンRC
の工夫が見られる良い物だったと思います。
永松会員〕サザンのコンサートに行ってきました。
加来会員〕ここ最近講演会等でお話する用事が続いており
ますが、その後も色々と続いております。でんじろうショー
の後半の部には中津に帰ってこれます。
黒瀬会員〕来月の１日の土曜日にのど自慢の予選にチャレ
ンジして来ます。今回はガチで頑張ります。
二反田会員〕黒瀬さんには是非TVの画面で応援ができるよ
う期待しています。
◎委員会報告
30周年事業部会 川田会員
でんじろうショーのチケットの残りがあります。15：30か
らの分がまだまだ残ってますので、完売目指して皆さんよろ
しくお願いします。
次年度幹事 川田会員
次年度の計画書をつくりますので、各委員会の方は資料の提
出をお願いします。
◎今年度、次年度委員会引継ぎ
●今年度を振り返って
＜会員増強委員会 鎧坂会員＞今期も新会員の入会もあり良
かったと思います。
＜公共イメージ委員会 梶原会員＞週報で写真を増やし、取
り込んでいこうという事で今期は取り組みました。
＜クラブ管理運営委員会 川田会員＞出席率100％とまでは
いきませんでしたが、ガンバらせて頂きました。この気持ち
を次回の委員会に託したいと思います。
＜奉仕プロジェクト委員会 二反田会員＞今期は30周年事
業がありましたので、それにからめた事が出来たと思います。
＜30周年実行委員会 辛嶋会員＞30周年事業もあとでんじ
ろうショーを残すのみとなりました。これまでのもの同様大
成功に終わらせていきたいと思います。
●次年度の抱負
＜会員増強委員会 大下会員＞入ったばかりで分からないと
は言えない役を頂きました。一人でも多くの方に入会して頂
こうと思います。
＜公共イメージ委員会 土居会員＞行事ごとを多くの方に
知ってもらうのが、この委員会の役割だと思っています。各
担当と共に頑張っていきたいと思います。
＜クラブ管理運営委員会 二反田会員＞プログラム・姉妹校
流などがメインとなってくると思います。皆が来て楽しい例
会にしていきたいと思います。
＜ロータリー財団委員会 永松会員＞これを機に財団と米山
奨学に関してもっと深く勉強して増進していきたいと思いま
す。
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