～柏市長

表敬訪問～

国際ロータリークラブ 第2790地区 創立：1981年2月10日承認：1981年3月2日

5月23日（木）、第11グループ ２019-2020
年度会長・幹事が揃って柏市長を表敬訪問しました。
櫻井年度スタートへのカウントダウンが始まってい
ます。

～米山記念奨学生 研修会～
5月25日（土）、2019学年度 第1回米山記念奨
学生 研修会が開催されました。
当クラブからは森秀樹会員が出席しました。
共に学び、活動を盛り上げましょう。

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）卒後コース
5月2７日（月）、千葉市民会館にてRLIの卒後コースが開催されました。
当クラブから、DLとして大内会員・斎藤会員が、受講者として米谷会員が参加いたしました。
「RLIを楽しもう！」というテーマのもと、RLI推進委員の方々によるパネルディスカッションもあり、
参加者によるグループディスカッションもあり、大変中身の濃い講座となりました。
受講した米谷会員からは、「率直に、RLIに参加させていただくことができて、本当に良かったと思
います。派遣させていただきまして、ありがとうございました。」という感想をいただきました。

柏南ロータリークラブ

会報

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗
第１８１５回２０１９年５月２８日 (火曜日)
ロータリーの行動規範
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、高い倫理基準をもって 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もって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。
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。
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機会に見学してみたいものです。

助金を申請している、次年度の国際奉仕委員会の

集計をしております。現在12名の方が該当するも

事業のご報告です。

のと思われます。メイキャップや地区の委員会な

皆様のご出席をお願い致します。

ど出席扱いに該当する方は、事務局・出席委員会

言行はこれに照らしてから
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にお申し出下さい。
ＲＩ規定審議会での決定事項で、私たちに大変
かかわりのある事項があります。メイキャップに
よる出席扱いが、前後2週間から該当年度中に変

例会欠席の場合は前週金曜日までに必ず事務局へ
連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

プリカなどが展示されているようです。是非この

例会終了後に臨時総会が開催されます。地区補

5月も今回が最終の例会となり、皆出席の方の

例会報告

奉祝

記念特別展」が6月9日まで開催されています。

ません。

友野俊政会員

廣池千九郎記念館では、「新天皇御即位

フ中に熱中症で亡くなる方が出るとは思いません

当クラブでは、6月からクールビズの適用です

４月

皆出席目指せる事となりそうです。

ご一報ください。
ckmrc@io.ocn.ne.jp

更になったそうです。
次年度からは積極的に他クラブの例会に参加して
例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011

千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail /ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞

幹事報告

大内啓会員

本日は先月14日から18日までの5日間、

のゾ－ンから1名ずつ計34名のRI理事が選出

世界中の地区代表議員538名が米国イリノイ

されます。理事の任期はエレクトを含む2年

州シカゴに集まり開催された、2019年規定

とされ、17名の理事と17名のエレクトに分

審議会についてお話させて頂きますが、入会

かれRI理事会はRI会長・会長エレクトを含め

間もない方々が多数いらっしゃいますので、

た19名で構成されます。以上が大まかなロ－

規定審議会の説明に入る前にロ－タリ－の組

タリ－の組織です。

織について確認しておきたいと思います。

これらの組織の規定として

現在世界には1,214,363人のロ－タリア

①

RIを管理する

国際ロータリー定款

ンが、それぞれ35,787のクラブに会員とし

②

RI定款を補う

国際ロータリー細則

て所属しております。

③

RIの細則により全加盟クラブが採用すべ

ロ－タリアンはクラブ理事会の承認を受け
入会が認められたクラブの会員で、同様にク
ラブもＲＩ定款・細則等の規定を忠実に順守
することを約束した上でＲＩ加盟会員として
認証されております。

き定款

標準ロ－タリクラブ定款

員ではなくクラブが国際ロータリーの加盟会
員であると云う事を認識して頂きたいと思い
ます。

のです。
時代の変化やロ－タリ－を取り巻く環境の

ラブやRI理事会から提案された制定案により

規定審議会の役割は、提案された制定案を

規定の改正を行なう立法機関を担う事です。

の方針を効率よくクラブに伝えるために便宜

2019年規定審議会には116件の制定案が

的に35,787のクラブを538のグル－プに分

審議され（RI理事会26件、日本からは25件）、

けました。これが地区と呼ばれるもので、各

見解表明案1件を含む48件が採択されました。

地区内のクラブにRIの方針を推進し、指導監

今回採択された制定案は、7月1日から施行

督するRIの役員として地区ガバナ－を配置し

されますので、次年度の活動計画書の作成の

ました。

前にクラブ役員の皆さんは是非ご確認くださ

ガバナ－は地区内唯一のRI役員と云う事に成

い。

ります。
RIの理事を

選出するために民族や国境に関係なく世界を

本日の卓話
大内啓会員

34のゾ－ンに分割し、ゾ－ン内のロ－タリア

規定審議会について

ン数がおよそ等しくなるようにし、それぞれ

今後の予定
6月 4日（火） 通常例会 理事会
6月11日（火） 通常例会 ガバナー補佐訪
問 クラブ協議会
6月18日（火） 任意休会
6月25日（火） 交替式 ハート柏迎賓館
18：00点鐘
※全員出席を目指しております
よろしくお願いします！

委員会報告
会員増強・退会防止委員会委員長 池田孝会員
岡田年度、会員純増まであと1名です。現在、1名お声がけをさせていただいて
いるところです。入会をしていただけるよう努力してまいります。
皆様、よろしくお願いいたします。
米山記念奨学会委員長 今井昇会員
特別寄付について皆様にお声がけをさせていただいておりますが、地区の目標ま
でもう一息です。
皆様ご協力よろしくお願いいたします。
次年度プログラム委員会委員長 片岡達生会員
次年度の卓話は、会員の皆様のお話を中心といたします。新入会員の方も増え、
年齢層や職業も幅が広がってきております。
卓話のテーマは、
・私の職業、社会貢献について
・私にとっての奉仕とは、私にとってのロータリーとは
となっております。会報誌にも掲載いたしますので、原稿をお願いいたします。
戸部謹爾会員
廣池千九郎記念館では、「新天皇御即位 奉祝記念特別展」が6月9日まで開催されてい
ます。即位の礼に天皇陛下が御召になっていた黄櫨染御袍のレプリカなどが展示されて
いるようです。是非ご覧ください。

りますがその選出方法は地区に委譲されてお

ゾ－ンについてお話します。

寄付締め切

改正することが出来ます。

審議し、代表議員の投票により採択し、組織

次に地区についてお話します。RIは理事会

●【回覧】
・ロータリーレートの取り扱い
りの案内
・ロータリー日韓親善会議

以上がロ－タリ－の組織規定と呼ばれるも

変化に応じて、これらの規定は3年に1度、ク

ロ－タリアンは直接、国際ロータリーの会

●5月 ロータリーレート 1ドル＝112円
●出欠連絡 金曜日以降は出席委員会（片岡
委員長）へ連絡ください
●マイロータリー アカウント登録をお願い
します
●商工会議所会館 改修工事について
外壁・駐車場等の修繕工事
5月11日～11月16日 騒音・異臭があり
ます
駐車場は使えなくなります
喫煙所も撤去されます
●米山特別寄付へのご協力お願いします

お話しいただきました

中島恵里会員
5月22日にパレット柏で行われました『女性活躍社会を考えるシンポジウム』に、柏南
ロータリークラブを代表いたしまして、パネリストとして出席してまいりました。
ご報告をさせていただきます。
お越しくださった会員のみなさま、ありがとうございました。

