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【会長報告】
◆ 香川第Ⅱ分区：夏見ガバナー補佐が就任挨拶にお越しになられております。
◆ 8月29日(木)丸亀ＲＣの例会に出席してまいりました。

【幹事報告】
◆ ロータリーの友・ガバナー月信の９月分を配布しておりますのでご覧ください。
◆ 本日例会終了後、９月の理事会を行いますので、役員・理事の方はご出席をお願いします。

【委員会報告】親睦活動委員会：前山 委員長
◆ 次週（９月１０日）の例会は「善通寺ＲＣとの合同観月例会」と例会変更しております。
＊出席される方は午後７時までに中津万象園・懐風亭に時間厳守でお集まりください。
＊受付にて会費3,000円を集金させていただきます。

【プログラム】

❤

会 員 卓 話（ ロータリー情報委員会 ）大塚秀人副委員長

2019年規定審議会
クラブと地区に関連する重要な変更
◎ 今年の４月に３年に１回の『規定審議会』が行われました。
標準ロータリークラブ定款を含む組織規程の変更がありました。
改定された組織規程の日本語版は９月のご案内予定、また、手続要覧の日本語版は
年末年始頃のご案内が予定さてれいます。

出席
メークアップ：ロータリアンは、欠席した例会のメークアップを同じロータリー年度内に
行うことができます
＊補足として、既に多くのクラブ・地区から戴いておりますメークアップに関する
ご質問については
従来の前後14日以内に可能だったものが、下記の様に同ロータリー年度内に行って
頂けるとのことです
可： 2020年6月30日に、2019年7月1日分のメークアップ
不可： 2020年7月1日に、2020年6月30日分のメークアップ
◎各クラブ細則にて、別段の対応可

～四つのテスト～
言行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

クラブ理事会
会長：クラブ会長は、後任者が選出されていない場合、1年まで任期を延長できます

クラブ財務
財務報告：役員を選挙するための年次会合に、現年度と前年度の収支を含むクラブの中間
財務報告が含まれます
衛星クラブの財務：衛星クラブの財務諸表は、監査または検査を受けたものとなります
クラブ人頭分担金の増額：2019-20年度の人頭分担金は半年ごとに34ドルです。より良い
支援をクラブに提供するため、今後3年間はRI半期人頭分担金が年に50セントずつ増額し、
2020-21年度には半年ごとに米貨34ドル50セント、2021-22年度には半年ごとに米貨35ドル
2022-23年度には半年ごとに米貨35ドル50セントとなります

クラブの名称または所在地域の変更
通告期間の延長：クラブの名称または所在地の変更案は、その変更に関する投票が行われ
る少なくとも21日前までに、各会員とガバナーに提出する必要があります
クラブの結成：地域にクラブを結成する際の職業分類の制約がなくなりました。地域に1つ
以上の他のクラブが存在する場合も、その地域にクラブを結成することができます。主に
オンラインで活動するクラブの所在地域は、全世界とするか、またはクラブ理事会が決定
するものとされます

クラブの規則
文言の現代化：推奨ロータリークラブ定款の文言が自然かつ読みやすくなるよう、現代化
かつ簡素化されました。これによる方針への実質的な変更はありません。全クラブでの採
用が義務づけられた新しいバージョンをダウンロードいただけます

地区の財務
提出期限の延長：ガバナーを務めてから1年以内に、独立検査を受けた地区の年次財務表
および財務報告書を地区内のクラブに提出し、クラブの承認を受ける必要があります

地区のリーダーシップ
副ガバナーがいない場合：ガバナーが任務を果たせなくなり、副ガバナーがいない場合、
パストガバナーのみがガバナーの任務を行うことができます

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕
の理念を実践すること。
第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和
を推進すること。

選挙
クラブの投票権：クラブが投じることのできる票数は、7月1日付のクラブ請求書の会員数
に基づいて決定されます
対抗候補者の指名期限：有効な対抗候補者の指名をガバナーが受け取った場合、この対抗
候補者の指名が30日間有効であるなら、候補者について郵便投票または地区大会での投票
が行われます
地区会費：地区会費を支払い済みであり、ガバナーの判断により地区に対して負債がない
クラブのみが、理事指名委員会の委員と補欠委員を選挙するための投票、ガバナーノミニ
ーの選出、地区大会選挙人による投票に参加できます

会員増強
ローターアクトクラブ：ロータリークラブのように、ローターアクトクラブも国際ロータリ
ーの加盟クラブとなります。ローターアクトクラブと提唱ロータリークラブへの運営上の変
更はありません。この規定により、ローターアクトクラブの地位向上を図るとともに、その
発展を促すためにRIからの支援とリソースを増やすことができます
多様性：クラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会員構成を必要とします
職業分類：職業分類の制限が廃止され、特定の職業分類の会員の適切な数をクラブが自ら
決定できます。さらに、選挙または任命によって公職にある人も、その職務と関連する職
業分類を使ってクラブに入会できます
小人数のクラブ：会員数が6名未満となったクラブを終結とするよう、ガバナーがRI理事会
に要請することができます

【本日のニコニコ】
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本年度、ガバナー補佐を拝命しております。丸亀ＲＣの夏見です。
今年一年。よろしくお願いいたします。香川第Ⅱ分区ガバナー補佐 ：夏見 良宏 様
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夏見良宏ガバナー補佐の就任挨拶をいただいて

：伊賀 重夫

会長

〃

：片岡 浩昌

幹事

〃

：小宮山 滋

ＳＡＡ

〃

： 森 英司

副幹事

ロータリー情報の会員卓話を無事終えて

：大塚 秀人

ﾛｰﾀﾘｰ情報副委員長

ロータリー情報・大塚副委員長の卓話を拝聴して

：伊賀 重夫

会長

〃

：片岡 浩昌

幹事

〃

：小宮山 滋

ＳＡＡ

久しぶりに例会に出席して

：篠井 文衛

さん＜WBIG＞

妻の誕生日にお花をいただいて

：氏家 正俊

副会長

～四つのテスト～
言行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

【来訪ロータリアン】（２名）
●
●

夏見 良宏

氏

（ 丸 亀 ＲＣ ）＊香川第Ⅱ分区ガバナー補佐

山内 孝茂

氏

（ 丸 亀 ＲＣ ）

【メークアップ】（なし）
【出席報告】

第２１４３回例会

会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

４０名

３名

３７名

＜９月３日(火)現在＞

出席会員数

欠席会員数

出席率

３１名

６名
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第２１４１回例会
会員総数

出席免除会員数 出席計算会員数

４０名

３名

３７名

＜８月２０日(火)例会分＞

出席会員数

欠席会員数

出席率

３１名

６名
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【９月１０日(火)の例会】 善通寺ＲＣとの合同観月例会（親睦活動委員会）前山委員長

【中津万象園 懐風亭

午後７時~】

【９月１７日(火)の例会】 (12:30~13:30）客 話〔夏見良宏ガバナー補佐〕
(13:45~14:45）クラブ協議会

【９月２４日(火)の例会】 客 話（ 出 席 委 員 会 ）納田委員長

〔Pay Pay 株式会社 営業統括本部 営業本部
四国ブロック ショップコンサルタント

西谷 哲也 様〕

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕
の理念を実践すること。
第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和
を推進すること。
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