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ＲＩ第2650地区 2016-2017年度 鯖江ロータリークラブ

人類に奉仕する
ロータリー

鯖江ロータリークラブ会長方針

RI第2650地区のスローガン

国際ロータリーのテーマ

老壮青 今、日々を大切に

夢を語り、現在を刷新

「感謝で繋ぐ」

Review From the future and Renew

会

第2768回
8/26(金)

8月第4例会

点鐘：12:30

9月第1例会

卓話

クラブフォーラム
「規定審議会決定のもとでの
クラブ運営について等」
４つのテスト

出席率 74.2％

真実か どうか
⓶ みんなに公平か
⓷ 好意と友情を深めるか
⓸ みんなのためになるか どうか
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例会報告

ゲスト紹介と会長の時間
田村 康夫 会長
本日のゲストは、
NPO 法人エコプラザ
さばえ事務局長 畑中
雅博様。今日はクラブ
フォーラムの日だが、その前に時間をいた
だきたいと、ＰＲに来られた。
8 月 23 日 ( 火 )10 回目くらいになる鯖
江高校就職模擬面接会に 12 名の会員の
参加をいただいた。
女優の息子が逮捕された事を謝罪する
記者会見の姿に、親としての責任がどこまで
なのか、ずっと付きまとうのかを等、子を持
水曜日
つ親として考えさせられる事件だった。
クラブフォーラムよろしくお願いする。
まちをあげてのリユース大作戦
畑中 雅博 事務局長

本日は貴重な時間
を頂きありがたい。市
と NPO とヤフーで実
現した 「まちをあげ
てのリユース大作戦「サバオク」事業」のＰ
Ｒに来た。持ち寄った不用品をヤフオクに
リサイクルペーパー
かけて、落札した金額が子ども達の環境学
8月27日(土）
習資金となり、その金額で出品者に寄付金
9：00出発
の領収書を渡す仕組み。液晶の割れた PC
鯖江商工会議所
や、
カセットテープなど、チラシを参考にし
北口に集合し、各 て不用品をエコネットさばえに持ち込んで
企業をまわった。 いただきたい。

康夫

点鐘：12:30

地区RLI委員長
（福井南RC所属）

田中 文夫 様

「R L I に つ い て」
第2769回
9/2(金)

8/26(金）

第2768回

その為に・・・

鯖江商工会議所

３階中ホール

幹事報告
帰山

明朗

幹事

後ほど、社会奉仕委
員長から話すと思うが、
先日23日の鯖江高校就
職希望者への模擬面接
に、12名の会員出席を
いただいた。担当の清
水委員長、参加会員の皆様、誠にありがとう。
本日の例会プログラムは、
クラブフォーラ
ムを行う。内容は、今年の国際ロータリー規
幹事報告
定審議委員会の決定によるクラブ運営にか
かわる変更点のうち、入会金について、出席
免除規定についての２点について、理事会
での協議にもとづく方針等を報告し、意見
等も頂きたいと思っている。
どうか、宜しくお
願いする。
先日の理事会での主な決定事項
①親睦事業として行う
「親睦家族旅行」
開催日を11月3日
（祝）
日帰り。行先、参加費
など内容は検討中。11月3日を予定に入れ
て、多くの会員・家族の参加を願う。
②9月は家庭会合の月。各班チーフは準備・
9月中の開催を、
よろしく願う。
テーマは「会
員増強」
でお願いする。
③2650地区より、
「ラオスポリオミッション」
への寄付依頼があり、前年度同様に、会員
一人当たり1.000円の33,000円をクラブ会
計より、地区に支払うこととする。
9月11日8：30〜12：30「福井ゾーンアク
トの日」福井駅前に集合、清掃活動を行う。
明日午前9時より商工会館北口集合「リサ
イクルペーパー」
を行う。多数の参加を願う。
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クラブフォーラム
帰山

明朗

幹事

「規定審議会決定のもとでのクラブ運営について等」

今年の国際ロータリー規定審議委員
会の決定によるクラブ運営に係わる
変更点のうち、入会金・出席免除規
定についての 2 点について、理事会
での協議にもとづく方針等を報告し、
ご意見等も頂きたいと思います。
2016ＲＩ規定審議会の決定中「入会金」
「出席免除規定」
の２項目に関し、当クラブ定款・細則
の当面の暫定的な運用について、８月理事会での協議
事項は以下の通り。
①ＲＩ規定審議会採択事項「入会金規定を削除」
に関
しては、入会金を削除し以下の通り暫定運用したい。
⇒※鯖江ロータリークラブ細則暫定運用案
「鯖江ＲＣ細則 第 6 条 会費」
会費は年額 240,000 円とし、毎年２回、7 月 1 日及び
１月１日に半額を納入すべきものとする。会費には、本
クラブ例会における会食代、
およびＲＩ公式雑誌の購
読料の他、地区分担金を含むものとする。
②2016ＲＩ規定審議会採択事項「出席免除規定に
20 年以上のロータリー歴を加える」
に関しては以下の
通り暫定運用したい。
「鯖江ＲＣ細則 出席義務規定の免除」
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものと
する。
・一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と
会員の年齢の合計が 85 年以上であり、一つまたは複
数のクラブで少なくとも 20 年の会員歴があり、
さらに
出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもっ
て、
クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。
・平成 28 年 6 月 30 日以前から既に出席義務規定免
除を認められている会員は上記の定めに関わらずそ
の身分を継続することができる。
☆当クラブ定款・細則改正について今後の予定☆
当クラブ定款及び細則については、今後、地区より最新
国際ロータリー定款確定版が示された後（2016 年末
予定）、今年度内に改正が必要となる。
よって、当クラブとしては、今日お話した内容に沿って
必要な改正を行いたい。
ただし、改正条文を明文化して、正式に改正を行うの
は、地区よりの確定版国際ロータリー定款、
およびそれ
に伴うクラブ細則の変更についての文案等が示された
後（12 月末〜 1 月ごろ）に、再度理事会にて協議し改正
委員会報告
清水 康弘

社会奉仕委員長

さばえ交通安全フェスタ鯖江の交通安
全で、
「サバーン」
というマスコットが出
来た。当日 9 月 25 日は鯖江市嚮陽会
館に 12：15 に集まっていただきたい。
よろしくお願いする。

文案を作成し、改正の際には、
クラブで定める所定の手続きを
経て行います。

ただし、改正内容の効力については、その正式改正の時期に関わら
ず、2016 年 7 月 1 日付にさかのぼり効力を持つと定めるよう、地区
から指示が来ています。
よって、
「クラブ定款・細則改正議案」
を正式にお諮りするのは、

この冬以降となるが、実質的には、現時点から実施する内容
であることから、
このフォーラムにおいて、
このように暫定運用
案を告知、
ご相談し、お認めいただけたら、それに沿って暫定
運営したい。

〇今年度の目標の一つである
「例会出席促進とメークアップ
推奨」推進のために、当クラブ定款で定めている、例会欠席メ
ークアップ方法を改めてお知らせしますので、やむなく例会を
欠席された際は以下を参考にメークアップにも務めていただ
けると幸いです。
特に他クラブの例会出席はもとより、鯖江ＲＣ奉仕事業、例え
ば７月のやんしき事業、先日の鯖江高校模擬面接、
または、
9 月 25 日の交通安全大会での奉仕事業などに参加された場
合は、
メークアップできることとなります。
※「当クラブ定款 第 9 条 出席」
より
(a) 例会の前後 14 日間。例会の定例の時の前 14 日または
後 14 日以内に、
(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。
(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。
(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
（ＩМ）に出席すること。
(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定例会場に赴いたとき、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。
(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。
(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。
(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。
にこにこＢＯＸ報告

窪田 健一
田中 敏幸

残暑が続きますがお体をご自愛ください

小計 ￥

2,000

明日はリサイクルペーパーです。早退します。 累計 ￥259,000
編集：会報委員会

