
 
 

   
 

   

  

本日のプログラム 次回例会のご案内 

第 2586 回 2022 年 7 月 19 日（火） 

『ガバナー補佐訪問』◎例会前、会長幹事懇談会 

国際ロータリー第 2630地区 岐阜西濃グループ 

2022-23年度 ガバナー補佐 岩田 勝司 様 

◎例会後、第２回クラブ協議会 

 

第 2587 回 2022 年 7 月 24 日（日） 

『早朝例会』 

 岐阜羽島駅前公園清掃 

 卓話 岐阜羽島駅 駅長 田中 秀樹様 

事務所：〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106 TEL（058）392-2888 FAX（058）391-2266 
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第2585回 2022年 7月12日（火） 

『クラブフォーラム』 親睦・出席 

「出席について」 野中  学 親睦・出席委員 

 

    

 

会長 岩田 勝美 

先週の例会後、松井羽島市長に林幹事

と表敬訪問してきました。その際、10月

8日の市民講演会で、市長に挨拶をお願

いすると同時に、羽島市・羽島市教育委

員会の後援依頼もお願してきました。 

 8日（金）には我が羽島RC生みの親（スポンサークラ

ブ）名門・岐阜 RCに。11日（月）には羽島 RCが 25周

年記念の時スポンサーした子クラブ・岐阜サンリバーRC

に夫々表敬訪問してきました。岐阜 RCでは操
みさお

会長が会

長の時間に、「9 人兄弟の末っ子である羽島 RC は最も可

愛い」と言って下さった事を受けて「一番可愛い末っ子

の岩田です」と自己PRし、スベリました。岐阜サンリバ

ーRC では創立例会で小生がタクトを振ってソングリー

ダーをした事。クラブ名を羽島 RCで公募した事。浅野忠

男サンケミカル社長（故人）を特別代表に創立した事な

どを話した後、一足早いガバナー補佐訪問にいらした岩

田勝司さんと名前の一字違いをネタに、彼は色んな事を

「 司
つかさど

」る、立派な人。私は残念ながらマスクで顔が隠

れていますが、ただ「美」しいだけの人ですと・・・ヤ

ヤ受けでした。 

 さて、本日メイクアップに来て頂きました国際ロータ

リー第2760地区（愛知県）名古屋和合RCの黒田史郎様

には、先月偶然知り合った時「7 月中に必ず君のクラブ

に訪問する」との約束通り来訪していただきました。ま

た、多額のニコ BOXを投函いただき重ねて感謝いたしま

す。ロータリーバッチは世界共通で、今日のロータリー

ソング「それでこそロータリー」を具現化して頂きまし

た。 

どうぞ最後までごゆっくりお寛ぎ頂きたいと思います。 

 

親睦・出席委員 野中  学 

本日は、西松委員長よりご指名を

受けまして「出席について」の卓話

をさせて頂きます、出席委員会の野 

前回例会の記録 

来 客 紹 介  

名古屋和合ロータリークラブ 

黒田 史郎 様 

会 長 の 時 間  

クラブフォーラム 親睦・出席  

 



中 学です。宜しくお願い致します。 

 では先ず、出席の規定についてですが、ロータリー

クラブの定款に規定が定められております。 

会員はクラブで定めた前半，後半の6ヶ月間にそれ

ぞれ30％以上の出席をし、且つ、年間通算の出席率は

出席補填を含めて50％以上であるが必要である。 

 例会への出席は、正会員の最も重要な責務で、お互

いに胸・襟を開いて親交を深め奉仕を語り合う機会で

ある。と記載されております。 

 話の中で出席補填（メークアップ）と言いましたが、

出席補填についても定款で定められており、所属クラ

ブの例会に出席出来なかった場合は、例会前後の 14

日以内に（欠席例会前後 2 週間については 2019 年の

国際ロータリー規定審議会で規定変更があり、その年

度内の補填出席を認める規定に変更されております） 

他のロータリークラブの例会に出席するか、理事会が

承認した各所活動，行事、すなわちローターアクトク

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の例会，RI国際大会，規定

審議会，国際協議会，各種ロータリー研究会，会合，

地区の各種委員会，インターシティミーティングへの

出席は出席補填にする事が出来ます。 

 また、ロータリークラブのウェブサイトで平均 30

分の参加が義務付けられている相互参加型の活動に

参加する事や、会員が 14 日以上の海外旅行の途中で

の他国の例会に出席した場合には期間に拘束されず

に、海外旅行中の欠席した例会の補填に有効とみなさ

れます。 

 外国のロータリークラブの例会に参加する……….. 

言葉が分からない……….. 無理 

 出席免除についてもお話致します。 

 「1 つ、またはいくつかのロータリー歴と会員の年

齢の合計が 85 年以上の場合に、出席規定の免除を受

けたい旨をクラブ幹事に通告し理事会が承認した場

合に、理事会が承認する条件と事情に対し、正当かつ

充分と認められる理由がある場合、あるいは RI 役員

の場合は出席免除されます。」と記載されております。 

 折角のついでですので、SAAについてもお話させて

頂きます。 

 SAAは例会やその他の会合で、会が秩序正しく楽し

い雰囲気で運営される為の進行役を務めるもので、ク

ラブ役員の1人が担当します。 

 私語の防止，座席の整理や食事，配布資料等のチェ

ックの他、親睦委員とも協力し、共に来客や会員を笑

顔で迎え入れる事を受け持ちます。 

 例会途中での退席者への注意も任務の１つで、会員

の人数を考慮し、理事会の承認を得て、副 SAA を選

任する事も出来ます。 

話が逸脱してしまいましたので元に戻しますが、あ

るロータリアンの講話の中で、例会出席の意義につい

て感銘を受けた話があったので、この場をお借りして

皆様に発表いたします。 

米山 梅吉（日本にロータリークラブを創設した人

物）は「ロータリーの例会は人生の道場」であり、ロ

ータリーライフにおける親睦の第一歩は、先ず毎週必

ず例会に出席する事から始まります。 

例会の目的は、職業上の発想の交換を通じて、分か

ち合いの精神による事業の永続性を学び友情を深め

自己改善を図る事にあり、その結果として奉仕の心が

育まれるのです。 

自己改善は終生続けなければなりませんから、ロー

タリアンには定年はないですし、ロータリー運動にも

終結はないのです。 

そこで、例会への出席は一番大事なロータリーライ

フの前提であると語っておられます。 

例会はお互いが切磋琢磨して自己研鑽に励む貴重

な修練の場でなければなりませんから、例会の運営に

あたる者は、事業に従事すべき貴重な時間を割いて例

会に参加する会員の皆様に、それに値するメリットを

与える義務があります。限られた時間の中でいかに有

益な情報を効果的に提供するかを真剣に考えて実行

しなければなりません。会長の時間，議事，各種報告，

卓話，その一つ一つがロータリー運動の質を高め、参

加者の心に深い感銘を与える内容であってこそ、初め

て例会出席の意義が満たされるのです。 

出席義務について規定等のお話をさせて頂きまし

たが、改めて皆が例会に参加したいと思う魅力的な空

気と雰囲気とカリスマを持たせなければならないし、 



そんなロータリークラブを造るのは、我々会員全員なの

だと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 
出席委員会 

・本日の出席率  
出席規定会員数 ３６名中 ２９名 ８０．５５％ 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆黒田 史郎様（名古屋和合ＲＣ） 

第 2760地区名古屋和合ロータリークラブ 2019-2020

年度幹事、2022-2023年度クラブ奉仕委員長の黒田で

す。本日は、羽島ロータリークラブ岩田会長、西松親

睦家族委員長始め、皆様と名古屋におきましてお会い

する機会がありました。その折に羽島ロータリークラ

ブさんの例会に出席させていただきたいと申し入れま

したら快く了承いただきましたので、勉強に参りまし

た。本日はよろしくお願いします。 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  安藤 賢治君  

加藤 宗雄君  野中  学君  梁 麗娜さん  

平松 暁仁君  栗山 和洋君  青木まき子さん 

丸山千恵さん  松田 和彦君  加藤 隆康君  

天野 洋和君  森  輝廣君  林  良典君  

青木平七郎君  小椋由美子さん 久米  勉君  

辻井  晃君  川﨑 正一君  木寺 祐樹君  

立川  靖君  柳原 望成君  栗山 浩幸君  

荒木 義男君  兼松 秋生君  西松 永根君  

山下 正弘君   

「クラブフォーラム」親睦・出席について、野中委員

より勉強させていただきます。 

◆岩田 勝美君  野中  学君  西松 永根君 

小椋由美子さん 

 名古屋和合ロータリークラブ 黒田 史郎様、遠方か

らようこそいらっしゃいました。今後共よろしくお願

いいたします。 

◎仕合せ貯金 

森  輝廣君  兼松 秋生君 

      

 
 

羽島ＲＣ５５周年記念事業 
 

テーマ「日本のめざすべき SDGｓ」 
 

講 師 竹田 恒泰（たけだ つねやす） 

委 員 会 報 告 

 

●7月5日(火)会長・幹事で羽島市役所表敬訪問の 

報告。 

●7月7日(木)９ＲＣ幹事会に出席。 

 ガバナー公式訪問９ＲＣ合同例会・懇親会 及び 

ＩＭのご案内配布。 

●7月8日(金) 会長・幹事で岐阜ＲＣへ表敬訪問の 

報告。 

●7 月 11 日(月) 会長・幹事で岐阜サンリバーＲＣへ

表敬訪問の報告。 

●次回例会は７月１９日（火）『ガバナー補佐訪問』 

 例会前、11:30より会長幹事懇談会開催。 

例会後、第２回クラブ協議会開催 

理事･役員･委員長･地区役員・新会員の皆様は活

動計画書をご持参ください。 

●活動計画書修正のお願い 

 ・新会員２名の名簿シールを配布・貼付のお願い。 

 ・Ｐ25理事・役員・委員会構成表の国際奉仕委員長

と副委員長の訂正 

●羽島青年会議所より、イベントのお知らせ配布。 

 

≪第１回理事役員会 承認事項≫ 

１）８月のプログラム  承認 次回会報掲載 

２）会員２名 出席免除届（休会） 承認 

３）地区補助金事業 特別委員会設置  承認 

実行委員長  川﨑 正一 会員      

  名 称：  

日 時：令和4年10月8日(土)１４：００ 開演  

場 所：不二羽島市文化センター 大ホール  

講 師：竹田 恒泰様  

４）会計 資金移動について 承認    

５）ビジターフィーについて 

  ８月例会より３，０００円に変更  承認 

幹 事 報 告（第２５８５回） 

 

A 記念講演会         

【講演会をビデオで収録】 

対象者：小学校5.6年生、中学生、

高校生とその親 

 計500名 

後 援：羽島市・羽島教育委員会 

その他 共催 協賛など 

参加者の動員手段：整理券  

スマホ（電子） 

B 講演会の参加者より感想文を募

集し審査、表彰を行う 

【講演会をビデオ】を活用して学校

授業や活動を通じて講演会に参加で

きなかった児童、学生からも感想文

を募集する 

・感想文の募集方法、応募手段 

・ピンバッジ200個 参加者記念品 

・審査と表彰式の日程・場所 

結果の発表と広報手段 

C 表彰をうけた優秀者を交えた討

論会を行う。 

    → 「公開クラブ例会」 

・公開のクラブ例会実施の場所 

日程など 

・記録誌を作成 

 

プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 の 概 要    実行委員長：川﨑 正一 


