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▶例会場：白河市新白河駅前　東京第一ホテル新白河
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創立 1986年

第1609回例会
令和元年11月28日（18：30～19：30）

○ソング
　◦奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦中目公英会長（本日は臨時総会にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。日神不動産投資顧

問㈱管理部長の大島伸一さん、ロータリーを楽しんでいっていただければありがたい限りです。）
　◦金田昇会員（療養により欠席が続きました。寒くなってきました。師走の候、健康にお過ごし下さい。）
　◦安部和夫会員（結婚祝ありがとうございます。）
　◦永野文雄会員（寒い日が続いてます。今日は朝の気温が午後・夕方より高かったです。日神不動産株式会社

大島伸一さんよろしく。早く慣れてください。）
　◦山田顕一郎会員（とりあえずスマイルです！）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４４名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ５８名

C  Ⓐの出席者数 ２８名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ０名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ８名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３６名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５２
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６９．２３％

第1609回例会出席状況� （R元年11月28日)
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本日のプログラム
■会長の時間 中目公英会長

　皆さん、こんばんは。今日も何かと
お忙しい中、例会にご参加いただきま
して本当にありがとうございます。ま
ず初めに、お客様をご紹介をさせてい
ただきます。先週もお越しをいただき

ました、この第一ホテルさんの顧問先であります日神
不動産投資顧問株式会社の管理部長の大島伸一さん
です。先程、大島さんからちょっとお話を伺いまし
た。第一ホテルの宗形会員に代わりまして、もしかす
ると私がというふうに社内で今、話が進んでる最中だ
ということであります。是非、ロータリーが楽しいと
いうことを実感していただいて、大島さんのほうから
自分で宗形さんの代わりに私が来ますというふうに進
言していただければ大変ありがたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。今日は臨時総
会です。今日の例会は、1から10までロータリー情報
です。もうロータリー漬けの例会だと皆さん思ってく
ださい。まず初めに、ロータリー漬け第一弾として皆
さま方にロータリー情報を伝達させてもらいたいと思
います。ロータリーというのは職業奉仕を通じてそれ
ぞれ奉仕活動をするというのがロータリーの根本で
す。その場合の指針として皆様方よくご承知のとおり
四つのテストがあります。「言動はこれに照らしてか
ら１.真実かどうか。２.みんなに公平か。３.好意と友
情を深めるか。４.みんなのためになるかどうか。」
これは謳ってますから、皆さんもうご理解ご記憶だと
は思いますが、この四つのテストをもう少し敷衍し
て、ロータリーにはロータリアンの行動規範が決めら
れています。今日は皆さん方、年次計画書を持ってき
てくださいと案内をしてますから、年次計画書をお持
ちの方は3ページをご覧ください。「ロータリアンと
して私は以下のように行動する。１.個人として、ま
た事業において、高潔さと高い倫理基準を持って行動
する。２.取引のすべてにおいて公正に努め、相手と
その職業に対して尊重の念を持って接する。３.自分
の職業スキルを活かして、若い人びとを導き、特別な
ニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中の
人びとの生活の質を高める。４.ロータリーやほかの
ロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。」
これがロータリアンの行動規範です。何かにするにつ
けて四つのテストでもって、自分の考え方、行動を律
するんですけども、さらに行動規範というのがある訳
です。ただ、この行動規範がすぐ変わるのです。実
は、2019年ですから今年の1月、国際ロータリーの理
事会において第5番目、5項目が実は追加されていま

す。この5番目についてご紹介をさせていただきます。
「５.ロータリーの会合、行事、および活動において
ハラスメントのない環境を維持することを支援し、ハ
ラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報
告した人への報復が起こらないように確認する。」自
分でハラスメントするばかりじゃなくて、ハラスメン
トに対して報復してる人についてもちゃんとチェック
しなさい。このチェックするということが、ロータリ
アンとしてのロータリアンたるもんですとの一文です。
皆さん方は異性に対してのハラスメントよりは、対社
会においてパワハラとかを自分が知らない間にやって
る可能性が高いでしょう。必ずロータリアンの行動規
範の中に新しい１項目としてハラスメントに注意しな
さいという項目が入ったということを、まず初めに今
日の会長の時間のロータリー情報でお伝えをさせてい
ただきます。今日はひとつどうぞよろしくお願いいた
します。

■幹事報告 兼子聡幹事
◦国際ロータリー第2530地区地区幹事：台風19号によ

り被災された会員の皆様へのお見舞いについて
◦福島民友新聞社：年賀奉仕団体特集広告協賛のお願

い
◦ガバナー事務所：決議審査会の結果、定款・細則と

2019年手続き要覧について、年次総会と中間報告に
ついて

■委員会報告
◦親睦委員会 須藤正樹委員長
　親睦委員会から、12月12日クリスマス例会がありま
す。皆さん、29日明日が締め切りとなっておりますの
で、奥さん、お子さん、お孫さんを是非誘って参加し
ていただければと思います。よろしくお願いいたしま
す。

■本日のプログラム
2019-2020年度 臨時総会
◦開会の挨拶 吉野敬之会長エレクト

　只今から、2019－2020年度臨時総会
を開会いたします。よろしくお願いい
たします。

◦会長挨拶 中目公英会長
　臨時総会のほうで一言ご挨拶をさせていただきま
す。今日の臨時総会の議題のテーマは、我がクラブの
定款ならびに細則の変更についてであります。ロータ
リアンは自分たちのクラブの中だけのことであればそ



第1609回例会 令和元年11月28日（３）

んなに思わないのですけれども、その自分のクラブの
会長をやった後、国際ロータリーの2530地区に出向い
たり、さらには日本ロータリーに出向いたり、さらに
は国際ロータリーに出向いたりと、ロータリーのレベ
ルが高いかどうかはわかりませんが、そのクラブを超
えたところに出向いていくようになります。我がクラ
ブでそのクラブレベルを超えたのは、まず県南分区代
理になった益田さんがいらっしゃいました。次は、林
さんがいらっしゃいました。その次は、吉成さんがい
らっしゃいました。クラブの会長レベルを超えて一つ
レベルを上がった人たちが、残念ながら今我がクラブ
には会員としていないというこの現状がちょっといび
つなことになってしまった原因でないかと私自身は
思っております。その一つクラブレベルを超えたロー
タリーのリーダーの人たちが健在で、きちんとロータ
リー情報を会員一人一人に伝えていれば、今日の臨時
総会をしなくても、定期的に変わっていく国際ロータ
リーの動きに追随していくことができたろうと自分で
は考えています。今日は国際ロータリーの標準的な活
動に、我が白河西ロータリークラブの活動を寄り添わ
れるよう、少し変更したいと臨時総会を開催させてい
ただきました。私も20何年間ロータリーをやっていま
すが、こんなことを考え始めたのは会長を受けろとい
われた3年くらい前からの話で、それ以前は一つも考
えたことがなかったので、皆さん方の気持ちも本当に
手に取るようにわかります。こ面倒くさいことをまた
言ってるなくらいでも構いません。今日の総会を経る
ことで我がクラブが一皮むけると、ご理解いただけれ
ばありがたいと思っております。どうぞ今日の臨時総
会、ご協力のほどをお願いいたします。

◦議長選出 中目公英会長
　それでは、暫時議長役を務めさせていただきます。
本来であれば、中長期戦略策定委員会の宮本委員長
さんからいろいろと詳しいお話をしていただくところ
ではありますが、宮本先生が職業奉仕で今東京に出張
しているので、会長が全部自分でやっておいてくださ
いとのお話しでした。本来であれば副委員長の鈴木孝
幸さんに振ってもらうのかもしれませんが、私のほう
で進めさせていただきたいと思います。年次計画書を
お持ちの方は、我がクラブの細則のページの14ページ
の第15条をご覧ください。「本細則は、定足数の出席
する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成の
投票によって改正することができる。但し、かかる改
正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に
郵送されなければならない。今だったらばファックス
で送ったりメールで送ったりしてもぜんぜん問題ない
ところなんですけども、この改正条項にこのように書
いてるものですから、皆さん方に事前に10日前に改正

案の条文等々を郵送で事前にお知らせをしているとい
うわけであります。「クラブの定款およびＲＩの定款、
細則と背馳するがごとき改正、または条項追加を本細
則に対して行うことはできない。今日は細則の変更を
するんです。さて、その前にもう一つ、8ページ。こ
れは今度は定款の改正です。「第19条、第1節、改正
の方法。本条第2節に規定されている場合を除き、本
定款は、規定審議会によってのみ改正できる。」だか
ら、我が白河西ロータリークラブの定款は我がクラブ
が改正できない。国際ロータリーの規定審議会が改正
することができるだけなんですね。「その方式につい
てはＲＩ細則の改正について同細則で定めているもの
とする。」第2節、第2条と第3条の改正。定款の第2条
及び第3条。第2条（クラブの名称）と、第3条（クラ
ブの所在地域）。定足を満たした数の会員が出席した
本クラブの例会においていつでも投票する出席会員の
過半数の賛成によって改正することができる。但し、
当該改正案の通告が、それを議する例会の少なくとも
10日前に、ここも同じように各会員に郵送されなけれ
ばならない。そしてさらに、かかる改正は、ＲＩ理事
会に提出してその承認を求めなければならない。その
承認があって初めてその改正は効力を発するものとす
る。つい最近の例では、古殿は今まで東白川ロータ
リークラブの領域だったんですけれども、石川ロータ
リークラブさんがこの3条の改正をクラブで議決して
古殿は石川ロータリークラブの範囲になるというふう
な改正がなされました。2条と3条は我がクラブは白
河西ロータリークラブと名前を変えないということ
と、クラブの会員になれる人は白河市と西郷村と変え
るつもりはありません。第1節の中に書いてある規定
審議委員会は、3年に1回執り行われまして、そのいろ
いろな審議の結果でもって標準ロータリークラブ定款
というのが定められます。これは3年に1回の4月に行
われるんですけども、その年の7月から始まる年度か
ら適用になるわけです。皆さん方にお渡しをした新し
い定款の7ページの16条、「ロータリーの目的の受諾
と定款細則の順守。会員は会費を支払うことによって
ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を
受諾し、クラブの定款、細則を遵守し、これに拘束さ
れることを受諾する。これらの条件のもとにおいての
み、会員は本クラブの特典を受けることができる。各
会員はクラブの定款、細則の文書を受け取ったかどう
かに関わらず、（つまり4月に規定審議委員会で改正
されると、その改正されたことが7月になって適用に
なるのですが、自分たちの会員一人一人に新しく変
わったところのクラブの定款ならびに細則がこういう
ふうに変わりましたというのを示されることがなくて
も、）定款ならびに細則の条項に従うものとする。」
ですから、ＲＩ国際ロータリーの規定審議委員会で4
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月に改正を決めると、その次の年度の7月からもう強
制的にロータリーの標準クラブ定款というのは変わる
という国際ロータリーのシステムになっています。現
在、我がクラブのこの年次計画書の中に載っている定
款は、我がクラブの会員は今でも有効だと思っていま
すが、実はこの定款は有効となっていません。この7
月1日からはもう強制的に、この前皆さん方に郵送で
お渡しをしたこの標準ロータリークラブ定款、白河西
ロータリークラブの定款が今我がクラブの定款になっ
ているんですね。今日の臨時総会ではまず初めに、定
款の変更というのはそれをまず認識をしてもらいたい。
私たちのクラブの定款は現在、この年次計画書に載っ
ている定款ではなく、10日前に郵送されたこの定款が
定款であると、これは承認する承認しないの問題では
なく強制的に受け入れさせられていると認識していた
だいて、認識していただいたことをもって我がクラブ
の定款が変わったとさせてもらいたいのであります。
特に変わったところをお話をさせてもらいます。第7
条の2節、2ページ目の年次総会。これは鳴島直前会長
からご指摘があったところですけど、今度12月にする
年次総会です。「役員を選挙するため、現年度の収入
と支出を含む中間報告、及び前年度の財務報告を発表
するための年次総会は細則の定めるところに従い、毎
年12月31日までに開催されるものとする。」これまで
だったらば、次の年度の役員だけ選挙する。一番初め
のパラフレーズのところだけ、そのために年次総会を
やっていたのです。今度はその次の、現年度の収入と
支出を含む中間報告、及び前年度の財務報告を発表す
るということが加えられてしまいました。ただ、現在
の我がクラブでは前年度、鳴島年度の決算報告はもう
既にやっておりますので、今度の12月の年次総会では
することにしません。また、私の年度の収入と支出の
中間報告というのは、12月31日までに行われる年次総
会の12月中までの中間報告ではありません。おかげさ
んでありがたいことに我がクラブは居川会計事務所さ
んに会計の処理を頼んでまして、四半期ごとに決算の
報告を受けていますから多分7月から9月までの報告を
年次総会の時にすることになります。これは報告をす
るわけですから、賛成するとか反対するとかではあり
ません。取りあえずクラブの財務状況がどうなってる
かの中間報告を年次総会でしろと定款では決まりまし
た。それからもう一つ、これは我がクラブにとっては
大変重要なことです。先程、永野会員がお話をしてい
たことが2ページの7節、「公職についている人。一定
の任期の間選挙または任命によって公職にあるものは
当該公職の職業分類の下に本クラブの正会員となる資
格を有しないものとする。」つまり、市長さんとか村
長さんとか、議員先生とかは、その議員あるいは市長
という職業分類の下ではクラブの正会員になれないわ

けですね。「この制約は、学校、大学その他の教育施
設に奉職する者または裁判官に選挙もしくは任命され
たものには適用されない。会員で一定の任期をもっ
た公職に選挙または任命されたものは、その公職に
在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員として
の身分を保持することができる。」つまり、我がクラ
ブの議員先生方は議員としているわけじゃなくて、以
前の職業の学習塾の先生とかの職業分類で会員である
訳です。さらに、こういう人たちは役員になってもい
けないと今までは規定があった訳ですけども、この新
しい標準ロータリークラブ定款をみると、その7節は
すべて抜けています。3ページ目、上からの7節、「例
外、細則には本条の2節及び4節から6節に従わない規
定を含めることができる。」つまり、公職にある人は
クラブの会長とか役員は駄目だとか、そもそもロータ
リアンになれませんという規定は全く抜けてしまいま
した。ですから、我がクラブの公職にある人は率先し
て会長になってもらいたい。今回のＲＩの2019年の4
月の規定審議会で変わりました。おそらくこの規定に
よって影響を受ける人は、ほんの少ししかないのでわ
ざわざそんな規定は作らなくたっていいと、少しの人
がロータリアンであるということはむしろ名誉なこと
だから、そういう人たちは積極的にロータリーの役員
になってもいいと規定審議委員会で変わったことも非
常に特徴的です。我がクラブは上杉先生から市町村の
議員先生まで、もうよりどりみどりでいらっしゃいま
すから、率先して役員を受けていただきたい。ひとつ
どうぞそこをお願いいたします。その他には、よく
私もお話ししてましたが、メーキャップの期間が年
間有効に変わるとか、あとは、同じ職業分類の人が
51人より少ないクラブの場合は5名以上は駄目で、51
人を超える場合には全体の10パーセント以上は駄目
で、そんな職業分類上の規定も全くなくなったとか、
これまでお話ししてきたところであります。この7月
1日からは私達のクラブの定款はこれに変わっている
いうことをご理解をください。その次、今度細則で
あります。これは中長期戦略策定委員会の宮本先生
をはじめ、所属の委員会のメンバーが本当に苦労し
て作ってくれた文章であります。これも現在の細則
から相当しスリム化してしまいました。推奨ロータ
リークラブ細則に基づきましてそれに齟齬しないよ
うな形で作っております。一番変わったところ、も
う一度定款に戻っていただき、5ページの上の11条
の第7節。これまでの標準ロータリークラブ定款の中
にはそのクラブに必ず作らなくてはいけない委員会
名称の規定はありませんでした。自由にいろいろな
委員会名で作ることができたんですね。ただ、五大
奉仕がありましたから、その五大奉仕に基づいてそ
れぞれ委員会が設定されていた訳です。今度の新し
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い定款では五大奉仕はあるのですけれども、11条の
第7節に委員会。「本クラブは次の委員会を有するべ
きである。クラブ管理運営委員会、会員増強委員会、
公共イメージ委員会、ロータリー財団委員会、奉仕
プロジェクト委員会」を必ず作りなさいと定款に書
いてあります。我がクラブでは現在のところ、公共
イメージ委員会もなければ、奉仕プロジェクト委員
会もありません。ですから、この定款に載っている
形で細則を変えないといけないのであります。この
ために、いろいろと宮本先生はじめ委員会の方々が
苦労していただきました。条文は後から見ますが、
この細則の綴りの一番最後のページをご覧ください。
ちょっと訂正があります。会員維持増強となってま
すけれど、これは定款にあるとおり会員増強なので、
その維持の二文字を削ってください。お願いいたし
ます。そこに定款の11条の7節にあったクラブ管理運
営、会員増強、公共イメージ、ロータリー財団、奉
仕プロジェクトという、それぞれの委員会を作りま
した。この委員会で中長期戦略策定委員会の皆さん
方は大変大揉めに揉めました。それが委員会だった
らば、そこに委員長が必要なのかどうかという話
です。ロータリークラブの人数が20名前後であれ
ば、定款に定められているところの委員会に委員長
を置いて委員会構成を作らないといけないのですけ
れども、西ロータリークラブではありがたいことに
大体概数60名のメンバーがいますと、この委員会に
一人づつ委員長を置くよりは、その委員会というも
のを言ってみればグループ名称というふうに読み替
えました。上の委員会をグループ名称というふうな
委員会に呼んで、その下に所属しているのが本来の
今までのクラブの委員会であるという形に組織上が
変更になります。その下にある委員会は、現在ある
我が西ロータリークラブで持っている委員会と変わ
るところはありません。変わったところは中長期戦
略策定委員会です。これは成井年度から出来始まっ
た委員会ですけれども、その年度年度ごとに会長
の思い入れがあって名前が変わっていました。それ
を宮本先生の強いご意向で中長期戦略策定では戦争
を類推してしまうから、ビジョン推進としてもらい
たい。このビジョン推進のビジョンとは何だという
と、こちらの今日の年次計画書をお持ちの方は3ペー
ジをご覧ください。そこに、ロータリーのビジョン
というのがあります。「私たちロータリアンは、世
界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能
な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行
動する世界を目指します。」このビジョンです。こ
れは地区大会の報告の時に鈴木孝幸副会長さんがお
話になったことでありますが、ロータリーの奉仕の
理想を通じてロータリーの未来像として目指してい

るわけです。このロータリーのビジョンを目指すた
めに、遠い目標としてのビジョンを目指すために5
年ごとに戦略計画を作るわけですけれども、ビジョ
ンを目指すとはビジョンを推進するというわけであ
ります。何週か前の時の会長の話で申しあげました
が、ロータリーの目的のほかにロータリークラブの
目的があって、クラブレベルを超えた会員を育成を
する訳です。会員増強のロータリー情報委員会は新
入会員、特に入会3年までの新入会員にロータリー
情報を伝達をして、新人教育をする委員会ですけど
も、今度は会長経験者の方々あるいは中堅どころか
ら少し経験年数が古いロータリアンの人たちにもっ
と地区、国際ロータリーまで羽ばたいていただくた
めにロータリーの深いところまで研修をしましょう
と、ロータリー歴の長い人たちの勉強機関としての
研修委員会が作られました。そして、ビジョン推進
と研修委員会になったのであります。それに添う形
で西ロータリークラブの細則が変わってきています。
これまでの我がクラブの細則は、宮本先生が斎藤惣
三郎さんに言われて、まだ若かりしバリバリの時代
の宮本先生が事細かに条文をお考えになられて書い
ていただきました。ただ今回、推奨ロータリークラ
ブ細則そのものが短い文章なので、宮本先生は自分
の文章を削りに削ってこのような短い細則になりま
した。逆にいうと、自由の度合いが広くなった。そ
れぞれの年度の会長の裁量でもってやれるところが
多くなった、それが今回の細則であります。特に変
わったのは我がクラブに愛好会が沢山ありますけれ
ども、これまでは愛好会の名称を細則の中に書き込
みまして、会長が愛好会を変えたい場合には、年次
総会で細則の変更をしないといけなかったのですが、
今度の細則では愛好会の名称は入れない。ですから、
その年その年の会長の判断で増やしたり減らしたりと
いうことができるようになります。ただ、3ページ目
の親睦委員会のところに、「親睦委員会、この委員会
は会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロー
タリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参
加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長
または理事会が課する任務を果たすものとする。この
委員会は我がクラブの愛好会の活動を支援する。」こ
の一文だけになってしまいました。ですから、斎藤惣
三郎さんと吉成清志さんが残念ながら我がクラブの正
会員でなくなった今、美・倶楽部を強力に推進する人
がいなくなったのですけれども、美・倶楽部が細則に
書いてあると美・倶楽部を減らすための細則変更の総
会を開かないといけなかったのですけれども、もうそ
れは会長の胸先三寸で自由に変更できるし、委員会の
メンバーの皆さん方がこういう愛好会を新たに作って
くれと、そろそろアウトドアの委員会は沢山あるけど
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インドア派の愛好会ももっと欲しいなと、将棋愛好会
がほしいなとか、囲碁愛好会がほしいなというふうな
メンバーがいた場合には、会長並びに役員の方々が委
員会構成をする前の段階で、次年度の場合は吉野さん
に、その次の場合には鈴木孝幸さんに今度愛好会でこ
れを作ってくれと内々で打診をすると、会長エレクト、
副会長がその自分の裁量範囲内で細則の変更とか難し
い手続きをすることなく行うことができるのです。そ
のように細則を決めさせていただきました。以上、定
款の変更並びに細則の変更の提案者としての説明をさ
せていただきました。今度は審議に入りたいと思いま
す。
　これまでの定款の変更ならびに細則の変更につきま
して、皆さん方のご質問、ご意見、ここはこうしたほ
うがいいんじゃないか、あるいはもっとこうあるべき
だ等々のご意見があれば挙手の上ご発言をお願いいた
します。先程の変更に伴いまして、細則の3ページ目
の真ん中のあたりにあるカッコに会員増強委員会を
目的として下記委員会を設置するところの会員維持増
強の、この維持の二文字を削除をお願いをいたします。
それから定款で1ページ目の第2条、本クラブの衛星ク
ラブの名称はの衛星のセイは生きるではなくて星のほ
うの衛星クラブに訂正ください。あと、文字の間違い
等々見つけた方はこの場でご指摘もお願いをいたしま
す。ご質問等々ないでしょうか。それでは、決を採る
という形で、賛成の方は拍手でお願いいたします。
　ありがとうございました。では、これに則り、今日
から我がクラブの運営をさせていただきます。取りあ
えずは来月の12月に年次総会を控えておりまして、吉
野年度の役員と私の年度の会計の中間報告をする年次
総会がございます。そちらにもご参加をいただければ
と思います。取りあえず臨時総会のほうは一度閉じさ
せていただきます。時間が多少ありますのでもう一つ
後半のロータリー情報をお伝えをしたい。今日はロー
タリーづくしでひとつよろしくお願いします。その他
皆さんのほうからこの臨時総会で何か議題にしたいよ
うな議案をお持ちの方がいらっしゃったらご発言をお
願いをいたします。はい、ないと認めます。以上、審
議の二つの事項につきまして終了いたしました。議長
の座を下ろさせていただきます。皆様方のご協力、誠
にありがとうございました。

◦閉会の挨拶 鈴木孝幸副会長
　それでは皆さん、慎重審議ありがと
うございました。中目会長の説明は本
当に事細かに、いつも中目会長の祝詞
等々を現場で聞く時に非常に事細かに
丁寧な説明だなと。今日のこの説明も、

それと同様に非常にわかりやすい説明だったと思いま

す。どうもありがとうございました。それでは、これ
をもちまして2019－2020年度臨時総会を閉会いたしま
す。どうもありがとうございました。

◦中目公英会長
　先程、文字の訂正のところでありました第2条の
2行目。本クラブの衛星クラブの名称は下線部とす
る。衛星クラブとは何でしょうか。衛星クラブは
2019年の規定審議委員会で決まったわけではありま
せん。これは2013年、前の前の規定審議委員会で決
まりました。我がクラブが拡大委員会を作って新し
いロータリークラブを作ろうとすると、国際ロータ
リーの定款ならびに細則上、20名以上の会員を揃え
ないと新しいクラブは発足にはなりません。我が白
河西ロータリークラブは、白河ロータリークラブの
拡大委員会で27名のチャーターメンバーを集めて新
クラブとして発足をしました。現在の状況で20名以
上集めた新クラブを作るというのは大変難しいと国
際ロータリーの上の人たちは思いまして、それで衛
星クラブを作りました。衛星クラブは8名いればで
きます。衛星クラブの会員はロータリーの会員です。
例えば、白河ロータリーの重鎮はずっと存命中は白
河ロータリーで、自分の息子をロータリアンにする
のに同じ白河ロータリーに入れる訳にはいけないと
思うと、一生懸命20名以上集めて西クラブ作ったり
南クラブを作りました。今は、新しいロータリーク
ラブを作るのではなくて自分のロータリーの子クラ
ブみたいな形で8名以上で衛星クラブを作ることが
できるんです。そのロータリアンの人たちはきちん
とした正会員としてのロータリーの権利と義務をす
べて有します。ある程度、お父さんが体が弱くなっ
て本会のほうに出れなくなったら、衛星クラブの会
員が本クラブの会員に上がる。上の年齢層が60代の
ロータリークラブだったら、下の衛星クラブのロー
タリアンの人たちは30代40代の人たちを入れて、そ
れでぐるぐる回しながらロータリー活動を進めてい
きましょうと、国際ロータリーの人たちは考えて衛
星クラブを作りました。ですから、皆さん方のお友
達、ご子息をロータリーに入れたいならば、よその
クラブではなくて、我がクラブの衛星クラブを作っ
てそこに入れて、ある程度経ったらば本会に上げる
ということで会員数を確保するという衛星クラブで
す。私の年度は考えませんが、将来は面白いなと思
います。衛星クラブの説明をさせていただきました。
今日は、1から10までロータリー情報で申し訳ありま
せんでした。ありがとうございました。


