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幹事報告（辻喜代子幹事）
• 本日の配布物は、週報・新年会のお知らせ・12月理事会議事録です。
• 12月22日（木）は合同クリスマス例会となります。12月19日（月）
の例会はございませんのでご注意下さい。
• 新年の最初の例会は1月16日（月）となりますので、皆様よろしく
お願い致します。

ＲＬＩセミナー　パートⅡ受講報告（秋葉良子会長エレクト）
　12月7日（水）に「パートⅡ」を受講しました。又、グループに分か
れて、講義や意見を出し合うなどロータリー活動について理解を深め
る機会を持つことができました。
　どなたでも参加できますので皆様も是非ご参加ください。

地区新人オリエンテーション報告
（福元智子会員）
　地区新人オリエンテーションでは、ロー
タリー本部の各部署をご案内いただき、
説明を受け、改めてロータリー活動の業
務の多様性や有効性を感じました。

（小磯優子会員）
　図書館をご案内いただき、ロータリーの歴史の本が沢山あるのを
見て、改めて歴史の重みを感じ、温かく迎え入れて頂けたことに感
激しました。

クリスマスコンサート報告（事務局吉国美保子、辻幹事）
（吉国美保子）
　１２月８日（木）１９時より　トッパ
ンホールの会場にキッズドアの子供達
とその親も含めて　約３５０名ほどが
参加しての中央ＲＣ主催に当クラブも
協賛いたしまして「クリスマスコンサー
ト　2016」が開催されました。
当クラブから参加者
野呂会長，辻幹事，石川さん，時枝
さん，丸山さん，上野さん，黒岩さん，
小磯さんが参加され、東京育成園か
らも多数の児童が参加しました。

（辻幹事）
　弦楽のためのソナタ他素晴らしい楽曲の調べにお子様がた感動
してました。又、お子様の中から抽選で中学生男1、小学生男女1
人ずつ行進曲を体験指揮者として楽しんで素晴らしいコンサートで
した。育成園のお子様がたも、図書カードやサンタさんより大きな
お菓子袋頂き帰路につきました。中央 RCの奉仕に共催できてよ
かったです。

「定款・細則改正問題」試案（宮下文夫広報委員長）
• 2016 年 4月RIの規定審議会は世界的なロータリーの課題見直し、
会員の高齢化と会員数の減少傾向に対処するためクラブ運営に大幅
な柔軟性を認める決定（標準定款の改正）を行い、各クラブが、会
員種類，例会日数と例会方法，出席要件，メークアップ要件，入会金
などについて「細則を変更することで運営方法を柔軟化できる」ことを
認めました。但し、人頭分担金を今後大幅に増額する決定も同時に
採用されています。
• 定款への追補試案
　すでに成立している当クラブ定款規定の「改正」条項は「規定審
議会によってのみ改正できる」（18 条 1 節）と定めているので、各ク
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卓話：「防災 or ３・１１塾について」 
  SFC 防災デザイン研究所　菅原 彩加 様

ラブに細則を改正することで上位法であるべき定款を実質的に改正
する権限を認めるため、2016 年度規定審議会が追加した標準クラブ
定款の 7条及び 9 条を「改正許容条項」として当クラブ定款にも追
補する必要が生じます。
　現在のメーキャップ要件を緩和し「休会者」を認容するため「会合」
（5 条）、会員身分（6 条）及びメーキャップを含む「出席」（8 条）に
関する定款に定めがない又は定款に反する内容を細則改正条項で定
めることを許容するための追補です。
「�修正第 1条　例会，出席及び会員身分に関する規定の例外� �
本定款の第 5 条第 1節、第 6 条第 2 節と4から8 節まで、第 8 条、
第 11条第 4 節に従わない規定または抵触する要件を細則に定める
ことができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の
規定または要件に優先する。ただし、クラブは少なくとも月に 2回、
例会を行わなければならない。」

• 細則の改正試案（条文文言は別紙配布資料のとおり）
　ⅰ　修正 1条
　メークアップ要件緩和（準備活動、打合せ会などを含める）の
ための細則の追補

　ⅱ　修正 2条
　定款 11条会員身分の存続、第 4 節⒜出席率を新しい細則修
正条項を定めて以下のとおり定款を事実上改正。
　出席率「例会出席率が少なくとも30％、他の行事などに5時間�
程度」など。
　連続欠席「連続 10 回」で通知。理事会の3分の 2で身分終結。

　ⅲ　修正 3条
　6 条会員身分に第 9 節として会員種類（準会員、休会会員）を
追補。

　ⅳ　修正4 条
　入会金を20万円と定める現行細則 5 条第 1節を例えば「10万�
円」と減額改正。

　ⅴ　修正 5 条　
　現行12 名（細則12 条）とされている理事数を適正化するため
の改正。

クラブ協議会報告（野呂洋子会長）　
　以下、本日例会後のクラブ協議会で定款細則改正試案について決
定したこと、保留にしたことをまとめます。
１　決定事項
ａ．休会会員について
　　継続　�当クラブにおいて、準会員というものが該当するのではな

いかということで、当クラブには休会会員制度は設けるけ
れども準会員制度は設けない。

ｂ　メークアップ要件緩和について
　　　当該例会日、前後１ケ月以内とする。
　　　�予定時間の 50％という時間制限を設けない。（夜間例会日など、

受付で登録だけでメークアップを認めることがあるため）
　　　�地区役員活動、当クラブの正式な活動（奉仕活動、打ち合わせ、

ファイヤーサイド、新年会）などの活動はメークアップの対象行
事とする。

　　　補足　�出席率については特に問わないようにする。� �
連続欠席についても宮下試案の通り、特に理事会の 3
分の 2を超えなければ除名は行わない。

２　保留事項（今後さらに検討）
ａ．入会金について
　　　�当クラブにおいて減額した予算で活動資金が賄えるか試算して

検討。
ｂ．理事の人数について
　　　�現状１６名となっておりかなり多くなっています。その理由の一つ

に理事会への出席率問題があるので、さらに検討。� �
理事の削減自体は可能です。

ｃ．�５大奉仕の定め（2016 年標準定款 6 条）を導入するか、さらに
検討。

� （要約文責　宮下）
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クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しおり

クリスマス合同例会
例年どおり東京中央 RCと合同クリスマス例会として開かれました。

式次第（司会 東京中央 RC 石井会員、東京中央新 RC 黒岩会員）

開宴� 東京中央 RC� 鳥居会長（トナカイさん）登場
開会宣言� 中央新RC� 石原副会長
乾杯の音頭� 東京中央 RC� 大槻ガバナー
エンタメ ①� �会員諸氏による演奏� �

（シークレット：川口会員、實方会員、阿部会員、� �
太田純会員etc）

エンタメ ②� ＴＧ（トップギャラン）様　洋楽ポップスメイド
エンタメ ③� ☆トナカイ・サンタ登場☆
� 　イチゴパフェ様　演奏
エンタメ ④� �クリスマス大抽選会　抽選番号による抽選会� �

（進行担当：中央 RC��田中智会員、� �
　　　　　中央新RC��富田洋平会員）

中締め� 東京中央 RC　　小川会長エレクト
「手に手つないで」　� ソングリーダー　　　金田会員

幹事報告（辻喜代子幹事）
　今年も最後の例会となりました。皆様どうぞ良いお年をお迎えくだ
さい。
　なお、初例会は1月16日です。理事役員は11時からの理事会に
ご集合お願い致します。

クリスマスプレゼント協賛
　野呂会長（アルト油彩画）、辻幹事（ゲーム、童謡 CD）、秋葉会長
エレクト（牛のぬいぐるみ）、石川G 補佐（ラスカルぬいぐるみ他）、時
枝G幹事（商品券）など、当クラブ 13 名の会員から多数のプレゼン
ト品を寄贈頂きました。

2016 年 12 月 25 日（日）東京育成園クリスマスペイジェント  
（野呂洋子会長報告）
・毎年お声をかけて頂いているクリスマスペイジェントですが、育成園
の子ども達がキリスト誕生の物語を、讃美歌を交えながら演じてく
れます。
・ペイジェントという言葉はページからくるもので、聖書の内容を演じ
るという意味だそうです。是非、皆さんも一度御参加しませんか？
毎年、クリスマスの時期の５時半から７時半のスケジュールで行わ
れております。
・東京中央新RCからの参加者は、清宮会員，上野会員，石川会員，
丸山会員，野呂会長の５名です

にこにこ合計 20,000 円／今期累計 491,600 円

木 内俊 二 様 
（東京中央ＲＣ）
野呂洋子会長 

辻喜代子幹事

石井本子会員 
 

小磯優子会員

曽根章乃会員

時枝紀子会員 

松浦裕子会員

今日はよろしくお願いします。� �

舞の間での最後の例会になります。本日は宮下さん
宜しくお願いいたします。
本日は一番寒い朝でしたねー。
今年も残りわずかとなりました。風邪を引かないよう
に良い事で締めくくりたいと思います。
先週はあたたかいおことばをかけて頂きありがとう
ございました。
次回の集りはもうクリスマス会。1年が、早いです。
昨日三人目の孫が生まれました！　世の中が、平和
でありますように。
本日はお友達の清水さんをお連れしましたので、そ
の記念でございます。

にこにこ合計 12,000 円／今期累計 503,600 円

大槻哲也地 区
ガバナー 

（東京中央ＲＣ）

辻喜代子幹事 

メリークリスマス、皆さんで感謝しましょう。いつも
お世話様になりありがとうございます。

本年も元気にクリスマスが迎えられて感謝です。

出席率 56.82％ （出席者25名＋メーキャップ0名／正会員48名－休会4名）
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受付嬢たち 参加者　約３５０名

坂口さんご夫妻も参加 全員集合

大槻ガバナーもうれしそう ダンシングタイム

会員さんによるバンド披露 大盛さん元気にピース！

黒岩さん　素敵 プレゼントに子供たちが大喜び

ウサギと子猫を囲んで お役目お疲れ様！


