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今後の予定 

第 5３０回 2015 年６月９日（火）例会報告 

・国旗儀礼、本日の歌 

  「君が代」 

  「四つのテスト」 

・ ビジター紹介 

・幹事報告 

・本日のプログラム 

   西川 義章 副会長 

   「臨時総会」 

 
６月２３日（火） 
 通常例会 
 
６月３０日（火） 
 最終夜間例会 
 
 
その後の予定は 
わかり次第お知らせします。 

今週のお花 

会長挨拶

今週のランチ 

◎ ガクアジサイ
       「乙女の心」 

皆さんこんにちは。今年度も残り少なくなってきました。今日も見事に雨で、季節は完全

に梅雨です。天気は明日から少し回復するようですが、気温が上がったり、下がったりと、

梅雨の時期というのはややこしい季節です。私の場合、外での仕事が多いせいか、天候に

左右されますので、毎年この季節は気持ちがもんもんとしています。 
 今日の野村コーナーは先月くらいから見え始めたアジサイ。今まさにアジサイの季節で

す。花言葉は“乙女の心”ということで、オジサンには使いづらい言葉だなぁと思って眺

めておりますが、今朝のニュースでアジサイにカタツムリが乗っているシーンが出ていま

した。それを見ると「梅雨も良い季節なのかなぁ」と思ってしまいます。 
 日頃からテレビはあまり見ない生活を送っています。先日の高知新聞に『特殊詐欺が半

減』と出ていました。内容を読んでみると、今年の半年間３１都道府県で年金詐欺の数が

半減しており１８３件と書いてありました。「半減しても１８３件も発生しているのか！」

とびっくりした次第です。一方、年金機構では情報漏えいがありました。全く別々のこと

ですが、年金ひとつとっても詐欺があったり情報漏えいがあったりと、ややこしいことに

なっています。 
 今日は長期交換学生のコリさんの帰国挨拶があります。臨時総会では来年度のことを話

し合うことになります。どうぞ宜しくお願いいたします。
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【二宮幹事】ただ今より臨時総会を開催いたします。まずは総会成立のご報告をします。 
クラブ細則第 4 条第 3 節において定足数は会員数の３分の１以上(８名)本日の出席者数は 15 名ですので、総会は成立

いたします。細則第 3 条第１節により、総会の議長は会長が務めます。 
【寺尾会長】次期会長によるクラブ細則第８条の改正についての審議事項を諮ります。 
まず、西川 義章次期会長よりご説明宜しくお願いいたします。 

第一回米山功労者 感謝状贈呈 西川義章会員 

誕生日祝 

長期交換留学生 コリさん帰国挨拶 

高知西ロータリークラブ 長期カウンセラー 斉藤嘉一様 
「皆さんこんにちは。本日は貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。

日頃より長期交換事業にご協力とご支援をいただきまして誠にありがとうございます。ｓ

て、コリさんは昨年の９月に高知に参りまして約９ヶ月と少し経ったところでございます。

来た当時は日本語も喋れず、知り合いも居らずということで非常におとなしかったのです

が、日本語を段々と覚え、友達もでき、ロータリーへの参加で知り合いもできということ

で最近はキャピキャピとしております。来週６月１７日（水）に留学を終え、高知を離れ

故郷のカリフォルニアに戻る予定となっております。今は４番目のホストファミリー宅に

お世話になっております。今のホストファミリーは約１ヶ月と短いのですが、最近彼女は

“帰りたくない”と申しております。今までの皆様からのご支援やホストファミリーのご

協力によりまして非常に楽しい留学生活をおくることが出来たからこそだと思います。私

「皆さんこんにちは。はじめに言いたいことは、この時間は私にとって凄く楽しくて大切

な一年になったということです。去年の９月に日本に来ました。最初に来た時は自分の下

手な日本語を使って話をするのがとても難しかったです。今でも日本語を使うのは難しい

けど、ロータリーの皆様のもと、自信を持って話すことができるようになりました。楽し

かった思い出は”お月見の会や花火の会”です。お月見の会はアメリカにはありませんの

で、とても興味深く思いました。この過ごした時間をいつまでも覚えています。本当にあ

りがとうございました。」 

壬生 邦昭会員 ６月２０日 
「今日はありがとうございます。６月２０日で満６０歳になります。先

日より女房に冷やかされっぱなしです。ちなみに今日、６月９日は女房

の誕生日で、今晩お祝いをすることになっています。６０歳になると自

分では“時間が無い！”という感覚です。今後も宜しくお願いいたしま

す。」 
 
山下 等会員 ６月２４日  

感謝状 米山功労者 第一回 高知ロイヤルロ

ータリークラブ 西川義章殿 
米山奨学事業へのご寄付に対し心から感謝の意

を表します 
２０１５年５月２１日 
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 
理事長 小沢一彦 代読 寺尾邦昭 
 

臨時総会 
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【西川 義章副会長】 
クラブ計画書にのっております、クラブ細則の変更を致したいという事で、その案になる文章を先日各会員に郵送に

てお届けしておりますのでご覧頂けていると思います。 
先般もご説明させて頂きましたが、現在使っております細則は随分昔に作成されたものであり、我々が実際に活動し

ている内容とあまりにかけ離れた内容です。しかしながらあまり目に触れる事も無くそのままにされておりましたが、

来期 CLP ということもありまして、現在の身の丈にあった運営・事業などの委員会に内容を変更したく、提案させて

いただきます。 
高知ロイヤルロータリークラブ細則変更 
旧 7 条 委員会 から 7 条 五大奉仕 
五大奉仕はロータリークラブ活動の基本的理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国

際奉仕、新世代奉仕である。本クラブはこの五大奉仕を元に本クラブらしい形でこれを遂行することとする。 
旧 8 条 委員会の任務 から 
8 条 委員会 第１節 
クラブ委員会は、五大奉仕に基づいた長期目標、年次目標を実行するため会長が適切な委員会を組織し、会長エレク

ト、直前会長は継続と計画の一貫性を保つように協力してこれを遂行する。継続性保持のため複数年度継続する常任

委員会を設置しそれぞれに常任委員長 1 名任命する。可能であれば常任委員長は複数年これを継続することが望まし

い。常任委員長は五大奉仕を基礎として必要な委員会を各常任委員会内に設け実行委員長を任命する。各委員会は、

常任委員長を筆頭に実行委員長が委員と共にその任務を実行する。委員は常任委員長の命により何れかの委員会に所

属するが、随時人員を必要とする委員会の任務を行うことを妨げないものとする。会長エレクトは、翌年度の常任委

員長を聡会時に任命しクラブ運営企画会議を行い委員会組織を決定する責務がある。 
「常任委員会」は、次のとおり設置されるものとする。 
運営委員会    この委員会は、本クラブの効果的な運営に関する活動を統括する。 
会員委員会    この委員会は、会員の研修と勧誘及び維持活動を統括する。 
奉仕委員会    この委員会は、奉仕活動に対する全てを統括する。 
財団委員会    この委員会は、ロータリー財団と米山奨学会の啓蒙活動を統括する。 
       第 2 節 
常任委員会は、付託された任務を実行するために、常任委員会の中に目的に合わせて複数の委員会を置くことが出来

るものとする。各委員会にはそれぞれ 1 名の実行委員長と複数名の委員を常任委員長がクラブ運営会議にて協議の上

任命するものとする。その例として下記のような構成が考えられる。 
運営委員会：親睦活動委員会、プログラム委員会、会報・雑誌・広報委員会 
会員委員会：クラブ研修リーダー委員会、会員増強委員会 
奉仕委員会：社会奉仕委員会、国際奉仕委員会 
財団委員会：ロータリー財団委員会、米山奨学委員会 
       第 3 節 
(a)  会長は職権上、すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典を持つ

ものとする。 
(b) 各委員会はこの細則によって付託された職務、および会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。

理事会によって特別な権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは

行動を起こしてはならない。 
(c) それぞれの委員長はその委員会の会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委

員会の全活動について理事会に報告するものとする。 
6 条までと 9 条以降は従前とします。 
【寺尾会長】意見がないようでしたら、決議を取りたいと思います。出席数の３分の２以上の賛成で臨時総会の決議

ができますので、挙手をお願いいたします。  15 名出席なので 10 名の挙手で決議決定。ありがとうございました。 
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会長 西川義章 会計 刈谷敏久 

幹事 壬生邦昭 副会長 岡﨑秀仁 

SAA 國澤忠司 副幹事 片岡由紀夫  

副 SAA 近藤善資 直前会長 寺尾晴邦 

常任委員会 常任委員長 実行委員会 実行委員長

運営委員会 
山下 等 親睦活動 片岡由紀夫 尾田安広 溝渕 博巳 

プログラム 片岡孝元 小川龍明 

会報・雑誌・広報 田岡一徳 二宮邦江 

会員委員会 
平岡 勉 クラブ研修リーダー 近藤善資 

会員増強 土居恒夫 

奉仕委員会 
野村和男 社会奉仕 松岡 毅 寺尾晴邦 

国際奉仕 清水敏博 小林津月 

財団委員会 
品原一夫 ロータリー財団 南 拓人 

米山奨学 國澤忠司 

 
 
 
【壬生 邦昭会員】本日誕生を祝っていただきありが

とうございます。6 月２３日に各実行委員長様にはク

ラブ計画書の提出を宜しくお願い致します。 
【田岡 一徳会員】久しぶりに！ニコニコ書きました。 
【清水 敏博会員】いよいよ次年度の準備がはじまり

ましたね。新会長、新幹事にしっかりついていこうと

思います。 
【二宮 邦江会員】本日の臨時総会、並びに第一回次

期準備委員会 西川副会長お世話様でした。頑張って

下さい。 
 
 

 
 

 総数 出席 欠席 Ｍ.Ｕ 出席率

6 月 9 日 23 15  6 2 73.91
5月 26日 23 15 3 5 86.96

６/９ 累計 
8,000 円 520,855 円 

出席率報告 ニコニコ箱金額と累計 

  ニコニコ箱 


