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第 1432 回       平成 29 年 3 月 8 日(水)  

■会長の時間        会長 岩切正司会員 

皆さんこんにちは、

本日は体験例会に

蔵田良純さんがお

見えですので、ロ

ータリアンとし

ての基本であり

ます例会と例会

出席について話

をさせて頂きま

す。当 2730 地区では昼間の例会を中心に行ってい

ます。夜間例会等も試みてみましたが、どうも出席

率が良くないというのが現状でした。毎週一回、ク

ラブ細則で定められた日時、場所で会合を開くことを

例会と呼びます。例会場は、いかなるロータリアンも

ゲストも迎え入れるべき公式な会合の場所として、国

際ロータリーの公式名簿に記載されており、例会場は

クラブの所在地域内に設けるべきとされています。例

会出席は正会員の最も基本的な責務で、会員がお互い

に胸襟を開いて親交を深め、奉仕を語り合う機会です。

会員は、クラブで定めた前半・後半の 6ヶ月間に、自

己の所属クラブでは、それぞれ 30％以上出席し、且つ、

年間通算の出席率は出席補填を含めて 50％以上であ

ることが必要です。また、例会は概ね 1 時間ですが、

少なくともその 60％は会場に止まる義務があります。

所属クラブの例会に出席できなかった場合には、例会

前後の 14 日以内に他のロータリークラブの例会に出

席するか、理事会が承認した各種活動、行事、すなわ

ち、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の例

会、RI国際大会、規定審議会、国際協議会、各種ロー

タリー研究会、会合、地区の各種委員会、インターシ

ティミーティング（IM）への出席で補填することがで

きます。また、他のロータリークラブのウエブサイト

で平均 30 分の参加が義務づけられている相互参加型

の活動に参加することや会員が 14 日以上の海外旅行

の途中で他国の例会に出席した場合には、期間に拘束

されずに海外旅行中の欠席した例会の補填に有効と

見なされます。転勤による長期欠席の場合は、転勤先

の指定ロータリークラブと所属ロータリークラブの

合意があれば、ホームクラブの出席と同様に扱われま

す（RC定款第９条第１節、第２節）。出席補填は、訪

問先での出席証明を受け取り、自クラブに郵送または

直接幹事に提出または申告することで完了します。 一

つ、またはいくつかのロータリー歴と会員の年齢の合

計が 85 年以上の場合に、出席規定の免除を受けたい

旨をクラブの幹事に通告し、理事会が承認した場合

（RC定款第９条第３節（ｂ）理事会が承認する条件と

事情に対し正当かつ充分と認められる理由がある場

合（RC 定款第９条第３節（a）あるいは、RI役員の場

合（RC定款第９条第４節）は出席が免除されます。 毎

週の例会で後半の約 20～30 分間に、会員、または講

師を招いて話を聴くことを卓話と呼び、ロータリーの

特徴の一つです。卓話者は、自己の職業を通して社会

に奉仕している専門的な話やものの考え方、事業に対

する取り組みなどの他、ロータリーに関する話、ビジ

ネスや社会の動向、科学や教育･文化、気の張らない楽

しい話も含めて、会員にとっては知識を深め教養を高

め、情操を豊かにするようなテーマを選ぶことが望ま

れます。「ロータリーの例会は人生の道場である」と

表現された方がおられますが、友人との語らいや有意

義な卓話を聴き、和やかな雰囲気で例会に参加するこ

とはロータリアンにとって何ものにも代え難い収穫

となりますので今後も例会出席に励んで参りたいと

思います。 皆様もどうぞ宜しくお願い致します。  
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H U M A N I T Y 

＜本日のプログラム＞ 

1． 点   鐘 ～    

2． ロータリーソング  

3．四つのテスト唱和 4．お客様・ビジター紹介 

5．会長の時間    6．幹事報告       

7．出席報告     8．ハッピーＢＯＸ披露  

9．委員会報告    10. 座禅体験 

11．ガバナー補佐より    

12．点   鐘    

       ＜３月度 例会プログラム＞ 

△３/8～会員卓話「日高会員･ひばり野会員」 

△３/15～早朝例会「大光寺にて座禅体験」７:３０集合 

△３/22～会員卓話「正岡会員･柳田会員」 



■幹事報告     副幹事 ひばり野隆春会員 

＜文書報告＞ 

＊第 39 回青少年育成研修

会報告書写真・DVD 送付

のお知らせ。 

＜報告事項＞ 

＊次週早朝例会の案内：大

光寺 7:30 集合～座禅～会長、幹事、出席報告～朝

食～解散。 

■出席報告         籾田直樹会員 

 

 

 

 

 

 

■ ハッピーBOX 披露     梶田 與之助会員 

＜ニコニコへ＞＊梶田與

之助会員～結婚記念の祝

いを有り難う御座います。

今年で 52回目になります、

年をとってからこそ本当

の夫婦の良さが分かりま

す。＊藤堂孝一会員～昨

日 MRT に 1 秒間映りました。宮崎 RC の職業奉仕賞

贈呈式に出席しました。＊籾田直樹･弥生ご夫妻～早

いもので 3 月 5 日にて 12 回目の結婚記念日でした。

これからも仲良く、相手のことを考えて優しい気持ち

で過ごして行きます。お祝い有り難う御座いました。 

＊正岡文郁･洋子ご夫妻～有り難う御座います。これ

ばかりは退去するわけにはいきませんね。 

＊正岡洋子さん～有り難う御座います。誕生日の数

は忘れたいですね。 

＜財団へ＞ 

＊岩切正司会員～例会出席 100％をめざしましょう。 

＊中武幹雄会員～長男のところに新しい生命が誕生

しました。それも元気な双子の男子でした。泣き声も

大きかったそうです。ありがたいことです。末永く健

やかに育む事を祈りつつ出来る限りの応援をして行

きます。 

■ 会長エレクトセミナー参加報告 郡司武俊会員      

先週の土曜日曜

二日間みっちり

研修を受けて来

ました。押川ガバ

ナーE も情熱を

お持ちの方です

から内容も濃い

ものだったと思

います。我がクラ

ブにも良い情報や議題も幾つかありますので担当の

方々に協力して頂きながら進めたいと思います。 

■会員卓話           日高邦孝会員 

今日は初めての方もお

られますので自己紹介

も兼ねて出身地や大学

卒業後から現在の近況

までお話しさせて頂き

たいと思います。 

■会員卓話          ひばり野隆春会員 

先週は例会をお休みさ

せて頂いて福岡に出張

しておりました。今日は

私が常に携帯している

本の内容を抜粋してお

話しさせて頂きます。 

■4 つのテスト唱和       中武 幹雄会員    

■  4 つのテスト   

１真実かどうか 

２皆に公平か 

３好意と友情を深めるか 

４.皆のためになるかどうか 

 

■   例会の様子・       例会食（和食）           

 

 

 

 

 

■第 2730 地区中部分区ガバナー補佐 藤堂孝一会員 

 ロータリー勉強会が３月８日ホテルマリックスで

開催されました。佐土原クラブから次期会長郡司君、

次期幹事梶田君と私３名で参加しましたが、予定会員

２３名より多くの参加があり今回が一番多く参加さ

れたようです。特に時期会長幹事が参加されていまし

た。時期ガバナーの押川ガバナーエレクトから次年度

のＲＩ方針や地区の方針が講和の内容でした。最後に

次期会長に意見の発表がありましたが、その中でも各

クラブの定款細則を６月までにクラブに合わせて作

成するように言われておりますが誰がそれをするの

かという意見が一番多く出たようです。そのまとめと

して次期会長を中心に検討し今の理事会に諮り決定

してくださいとの内容でしたので、早い機会に今の佐

土原クラブの定款細則と、ＲＩが推奨している標準定

款細則を皆さんに提供していく予定です。 

-----――――四つのテスト-------------- 

一. 真実かどうか。 

二. みんなに公平か。 

三. 好意と友情を深めるか。 

四. みんなのためになるかどうか。 

会員数 25 名免除 2 名 

出席数 1７名    

出席率 72.0％    

MU   1 名     

欠席届 8 名＜免除＞         


