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吉田

会長

◎10月25日地区クラブ奉仕委員会
◎2007〜08年度





隆男

第12回横浜東 RAC 例会の案内

日時

2007年11月１日

場所

ホテルキャメロットジャパン

19：30 点鐘

手に手つないで




飯田

之

職業奉仕委員長



◎国際ロータリー日本事務局より､ 犬飼和春会員､ 小池將夫会員に
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピンが届いております


牧野

ので贈呈します｡
義司

様 (ゲストスピーカー)

宮田登史子

様

宮田
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莉佳
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吉備

カヨ

君

横浜西Ｒ.Ｃ

須田

勝夫

君


尾島

俊一

会員 (10月18日)

天野

公史

会員 (10月29日)

横山

範夫

会員 (10月31日)


◎次週11月２日は､ 臨時理事会とクラブフォーラムが開催されます｡
出席の程よろしくお願い致します｡
◎10月22日地区大会記念ゴルフ会
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当クラブより 2008-2009年度国際ロータリー第2590地区交換学生
に宮田莉佳さんを推薦することになりました｡
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久しぶりに皆様にお会いして元気をいただきました｡

;R<S-

ひさびさのホームです｡

TUVW-

古川先生､ 先日はお気遣いいただきありがとうござい

ます｡
XYZ[-

過日､ 尾嶋さんが愛犬が去勢手術をうけるので､ かわ

と思います｡

ご覧のうえ､ 会員増強のため入会者のご紹介をお願い申し上げます｡


-

いそうだと嘆いておられました｡ 私はには､ 絶対に去勢が必要だ

お配り致しました ｢神奈川東ロータリークラブご紹介リスト｣ を

#$%

古川先生､ 先日は大変ありがとうございました｡ 今後

ともよろしくお願いします｡



マレーシア視察の件､ 参加予定者が30名になりました｡
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①先日は古川先生､ 脇田さん素晴らしい豪華な記念の

花束をありがとうございました｡
②田中栄さん貴重なお品をありがとうございました｡

()

mn\x

本日､ 例会終了後に ｢地区大会新世代委員会｣ を開催致しますの
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委員長
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で､ ご出席をお願い申し上げます｡

hi

今日は冷たい雨が降っています｡ 外もうす暗く､ な

んとなく淋しいです｡



｢年忘れ家族会｣ 全員出席をお願い致します｡


先日は､ 鴻さん､ 伊澤サン､ 川邉サン､ お世話になり

ました｡ 散々な目にあいました｡

｢年忘れ家族会｣ 全員出席をお願い致します｡
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山田

正憲

SAA
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初めてのメーキャップです｡ よろしく願います｡

./01-

本日お世話になります｡

23,-

結婚記念日祝い素敵な花をありがとうございます｡

4'56-

①河野さん先日はごちそうさまでした｡ おいしくいた

だきました｡ ②朝日さん､ 脇田さんお世話様でした｡
③新婚19年目が始まりました｡ ご指導よろしくお願い致します｡
789-

牧野様､ 本日はお忙しい中､ お出でいただきまして､

ありがとうございます｡ 卓話よろしくお願い致します｡
:;<=-

今日のスピーカーは国際経済のスペシャリスト牧野義

司さんです｡ ご静聴の程を―｡
>
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義父が危篤にて右往左往しております｡ 諸行事を突然

お休みする失礼をお許し下さい｡
@AB-
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今年の箱根駅伝予選会は32位でした｡ (昨年は44位)

道のりは険しいですが､ ｢夢｣ に向かって頑張ります｡

10月26日開催の例会には石川正三会員の紹介で経済ジャーナリス

C;DEF- ①先週(金)は河野さんには遅くまでお付き合いいた

トの牧野義司氏に卓話いただきました｡ 牧野氏は毎日新聞､ ロイター

だき､ 且つ御馳走になり､ ありがとうございました｡

通信の OB で､ いまも取材現場でフリーランスの ｢生涯現役経済ジャー

②昨日は犬飼さんには大変御馳走になり誠にありがとうございまし

ナリスト｣ として活躍されています｡

た｡
GHI-

冒頭､ 牧野氏は ｢この国は成熟国家から衰退国家へ向いつつあり､
先週の職場訪問後の二次会では布施さんに大変お世話

になりました｡

それに歯止めをかけるため､ メディアオフィス

時代刺激人

を主

宰しました｡ 時代に向けてメッセージ発信する予定ですが､ 64歳な

がら､ 文字どおりのシニアではなくベテランのシニアとしてがんばっ

 一般に認められた有益な事業または専門職務の持主､

ています｣ という元気のいいあいさつをされた後､ ｢内向きの日本

共同経営者 (パートナー)､ 法人役員または支配人

がアジアで戦略的に生きる道｣ と題した日本の外交戦略論を熱っぽ

であるか､ または

く話されました｡

一般に認められた有益な事業または専門職務あるい



牧野氏によると､ いま､ 日本は政治家を中心に内向き志向になっ

はその地方代理店または支店において､ 裁量の権限

ていて､ 周辺のアジアでは中国やインドを中心に地殻変動を起こし

ある管理職の重要な地位にあること､ または

つつあるのに､ 対応し切れていないこと､ とくに日本は日米同盟を

本サブセクションのサブサブセクションまたは



軸に過剰な対米依存をしているうちに､ 世界の成長センターになっ

に挙げたいかなる地位からも退職していること､ ま

たアジアで日本は米国のジュニア程度にしか見られず､ このままで

たは

はパッシング (無視) されるリスクが出てきている､ というお話で

地域社会の活動に自ら参加することによって､ 奉仕



した｡

およびロータリーの綱領への献身を示していること､

そこで､ 牧野氏は日本がアジア､ とくに ASEAN 諸国に座標軸

そして以上いずれの場合も､ その事業場､ またはそ

を置いた外交戦略の構築が必要で､ その場合､ 日米中のトライアン

の住居がそのクラブの所在地域内､ もしくはその周

グルによって３つの国のバランスの中で緊張関係をつくりながら戦

辺地域にあることを要する｡ クラブの所在地域外､

略展開をすることが必要｡ 中国 ｢三国志｣ のように魏と呉が､ ある

もしくはその周辺地域外へ移転する正会員は､ 理事

いは魏と蜀が互いに緊張関係を保ちながら生き残りを図ったと同じ

会が承認し､ さらに同会員がクラブ会員身分のすべ

だという主張でした｡

ての条件を引き続き適えている場合､ その会員身分

この日米中のうち､ 中国に関して､ 牧野氏は､ ｢人口13億人の人

を保持できる｡

たちには急速な経済成長で勢いがついてきており､ 毎朝､ ジョギン



各クラブは､ 一事業または､ 専門職務､ または一種類

グをすれば地球の温度が１､ ２度上がるほどのパワーが出てきてい

の社会奉仕に偏らない均衡の取れた会員身分を有しな

る｣ と会員を笑わせたあと､ 中国経済がいま過熱気味で懸念材料が

ければならない｡ ５名またはそれ以上の正会員がいる

多いこと､ とくにマクロ・コントロールがきかなくなり制御不能に

職業分類からは､ 正会員を選出してはならない｡ ただ

陥るリスクが皆無といえないことを指摘されました｡

し､ 会員数が51名以上のクラブの場合は､ 同一職業分

さらに､ 中国の急成長の結果､ エネルギー消費量が増え､ それに

類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより

連動して環境悪化が深刻な問題になりつつあり､ 省エネや環境対策

多くならない限り､ その職業分類の下に正会員を選出

では先進国の日本が中国に協力の手を差しのべて強制することが必

することができる｡ 引退した会員は､ その職業分類に

要だ､ と述べられました｡

属する会員総数に含めてはならない｡ 選出によってク

そして､ 日本の頭越しで米国と中国の急接近が進んでいることも

ラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超えるこ

無視できず､ その意味で日本は内向きでは済まされない､ というも

とになっても､ クラブの移籍会員または元クラブ会員

のでした｡

の職業分類は､ 正会員に選出されることを排除するも
のであってはならない｡ 会員が職業分類を変更した場



合､ クラブは､ これらの制限にかかわらず､ 同会員の
会員身分を新しい職業分類の下で継続することができ

 


る｡ 更に､ 標準ロータリー・クラブ定款を次のように

会員資格条件の規定を改正する件

提案者：米国､ Colorado､ Westminster 7:10 ロータリー・クラブ
米国､ Colorado､ Vail で開かれた第5450地区大会にて承認
2006年４月

改正する (手続要覧第233ページ)｡









主な活動｡ 各会員は､ その事業または､ 専門職務､ ま
たは社会奉仕の種類に従って分類されるものとする｡
職業分類は本人の所属する商社､ 会社または団体の主

国際ロータリー定款を次のように改正する (手続要覧第171〜172

要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示

ページ)｡

すものか､ または､ 本人の主たるかつまた一般世間が





そのように認めている事業または専門職務を示すもの





か､ または､ 本人の社会奉仕活動の種類を示すもので



クラブは善良な成人であって､ 職業上､ または地域社
会で良い評判を受けている成人正会員によって構成さ
れるものとする｡

なければならない｡

 










職業分類が既に充填されている場合でも､ ロータリー財団学友を

５名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは､ 正会

正会員として選ぶことをクラブに認める件

員を選出してはならない｡ ただし､ 会員数が51名以上のク
ラブの場合は､ 同一職業分類に属する正会員がクラブ正会

提案者：カナダ､ BC､ Whistler で開催された第5030地区大会

員の10パーセントより多くならない限り､ その職業分類の

2006年４月

下に正会員を選出することができる｡ 引退した会員は､ そ

提案者：米国､ California､ Kelseyville､ 第5130地区大会

の職業分類に属する会員総数に含めてはならない｡ 選出に

2006年５月

よってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的に超え

提案者：米国､ Texas､ Ft. Worth で開かれた第5890地区大会

ることになっても､ クラブの移籍会員または元クラブ会員､

2006年４月

または RI 理事会によって定義されたロータリー財団学友

提案者：米国､ Missouri､ Kansas City-Plaza ロータリー・クラブ

の職業分類は､ 正会員に選出されることを排除するもので

米国､ Missouri､ Kansas City で開かれた第6040地区大会にて承認

あってはならない｡ 会員が職業分類を変更した場合､ クラ

2006年４月

ブは､ これらの制限にかかわらず､ 同会員の会員身分を新

提案者：米国､ Florida､ Destin で開かれた第6900地区大会

しい職業分類の下で継続することができる｡

2006年４月
提案者：カナダ､ ON､ Alliston ロータリー・クラブ

 


カナダ､ 第7070地区承認
2006年４月

会員身分の終結に関する職業分類の規定を改正する件

提案者：米国､ Pennsylvania､ Upper St. Clair-Bethel Park-Breakfast
ロータリー・クラブ

提案者：日本､ 山梨県､ 河口湖ロータリー・クラブ

米国､ West Virginia､ White Sulphur Springs で開かれた第7300

日本で開かれた第2620地区にて承認

地区大会にて承認

2006年４月

2006年５月
標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する (手続要覧第
国際ロータリー定款を次のように改正する (手続要覧第171〜172

237ページ)｡

ページ)｡





















職業分類の充填｡ 本節の規定によって理事会が正会員





各クラブは､ 一事業または専門職務に偏らない均衡の

の会員身分を終結せしめた場合､ もし提訴があれば､

取れた会員身分を有しなければならない｡ ５名または

これに対する聴聞の期限が切れて本クラブの決定また

それ以上の正会員がいる職業分類からは､ 正会員を選

は仲介人の決定が発表されるまでは､ 本クラブは､ 当

出してはならない｡ ただし､ 会員数が51名以上のクラ

該会員のもっていた職業分類の下に新しい会員を選挙

ブの場合は､ 同一職業分類に属する正会員がクラブ正

してはならない｡ ただし､ たとえ終結に関する理事会

会員の10パーセントより多くならない限り､ その職業

の決定が覆されても､ 新会員の入会によって同一職業

分類の下に正会員を選出することができる｡ 引退した

分類に属する正会員の制限を超えない場合はこの限り

会員は､ その職業分類に属する会員総数に含めてはな

ではない｡

らない｡ 選出によってクラブ会員の身分が職業分類の
制限を一時的に超えることになっても､ クラブの移籍
会員または元クラブ会員､ または RI 理事会によって
定義されたロータリー財団学友の職業分類は､ 正会員
に選出されることを排除するものであってはならない｡
会員が職業分類を変更した場合､ クラブは､ これらの
制限にかかわらず､ 同会員の会員身分を新しい職業分
類の下で継続することができる｡
更に､ 標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正
する

(手続要覧第233ページ)｡
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