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◎2007-08年度ガバナー

平成20年８月１日(金)

⇒

移動夜間例会

８月15日(金)

⇒

休会

亀ヶ谷邦博 氏よりお礼状が届いておりま

す｡

横浜鶴峰ロータリークラブ

◎地区より､ 今年度の地区幹事・地区大会委員長の交代の連絡が来

平成20年８月16日(土)

⇒

休会

８月23日(土)

⇒

移動例会

ております｡
地区幹事

小金井弘昭 氏 → 箕田

敏彦 氏

地区大会委員長

箕田

晴之 氏

敏彦 氏 → 大西


 

◎米山梅吉記念館

理事長

渡邉脩介 氏より就任の挨拶状が届い

ております｡
◎７月１日よりロータリーレートが変更になりました｡ ＄1=106円
◎地区協議会の報告書が協議会出席登録者宛に届いておりますので､
ボックスに配布致しました｡
第５回インターアクトクラブサマーミーティング

の

案内が来ております｡ 参加希望をされる方は事務局まで申し出下
さい｡
８月５日(火)

８：30〜16：30

場所

キリン横浜ビアビレッジ (集合は横浜天理ビル前)
詳細は事務局まで
ロータリー手帳を全員のボックスへ配布致しまし

た｡

つのことをお伝えしたいと思います｡
まず１つ目はボックスの件です｡ 既に今日､ 戸惑われたのではな
いかと思いますが､ 様々な事情を長い目で見て ｢わかりやすさ｣ と

らく戸惑われる方もあろうかと思いますがご容赦下さい｡
２つ目は記念日のお祝いですが､ 既に今日のお祝いの方々へは
FAX にて連絡ずみですが､ 昨年度までの２つの祝い､ 誕生祝いと
あ

場所

３Ｆナイト

びに壮行会が行われます｡ 当クラブから､ 派遣交換学生の宮田莉
佳さん､ 犬飼会長､ 古川幹事､ 西山国際奉仕委員長､ 江森新世代
育成委員長が出席致します｡

また入会祝いですが､ こちらはスマイルレポートを事前に FAX
でお送り致しますのでご返送下さい｡ お祝いの例会時にご自身で発
表していただきます｡ なお記念品はカタログから自分ないしご家族
の方に自由に選んでいただく品物になりますので､ お手数ですがよ
ろしくお願い致します｡
誕生祝いにつきましては､ お花を贈ります｡ これも事前に FAX

◎例会変更のお知らせ

にてお花の受け取りを例会時か配達かを伺いますのでよろしくお願

横浜鶴見北ロータリークラブ
平成20年７月31日(木)

⇒

休会

８月14日(木)

⇒

休会

いします｡ お花につきましては脇田いすゞ会員の多大なご奉仕によ
るもので､ 脇田さんありがとうございます｡
以上､ ２点お伝え申し上げます｡

横浜都筑ロータリークラブ



８月１日(金)
移動例会

点鐘

18:30

横組み

納涼家族会
８月13日(水)

⇒

休会

８月27日(水)

⇒

移動夜間例会
｢飯田会員宅そうめん流しの会｣





P５

RI 会長

P24

2530地区ガバナー須賀川 R.C

李

東建メッセージ
83 歳

元気に頑張っている｡
縦組み

SPEECH
P２〜６

識字力あれど識智力のない日本
現在の教育や､ 人間の在り方について

横浜鶴見西ロータリークラブ
平成20年７月30日(水)

⇒

休会

くらぶ探訪

８月13日(水)

⇒

休会

P７

横浜東ロータリークラブ

と

結婚祝いもしくは入会祝いですが､ 後者の祝いについては今年度よ

せ致します｡

点鐘 11：30

◎明日 (７月５日)､ 2008-09年度国際青少年交換派遣学生結団式並

⇒

から例会は始まります｡ そこで皆様にインフォメーションとして２

それぞれいつの例会でお祝いをするかは事前に FAX にてお知ら

みなくる

◎次週､ ７月度定例理事会を開催致します｡

平成20年７月30日(水)

次週例会で SA 挨拶が予定されていますが､ いかんせん既に今週

活動への意欲を高めていただければと思います｡

↓

旭区鶴ヶ峰2-82-1

願い致します｡

お祝いの際に入会の動機､ 志を再び思い起こし､ 一層のクラブ奉仕

〈変更前〉横浜スポーツマンクラブ

住所

督の責任を無事果たせるよう努めますので､ 皆様ご協力よろしくお

り全会員に公平で平等という観点から入会祝いに一本化致します｡

◎横浜鶴峰 R.C の例会場・時間が変更になりました｡

〈変更後〉ココロット鶴ヶ峰 4Ｆ

先輩の月山勇会員､ 飯田之会員､ 両副 SA のご協力のもと会場監

いう観点からアイウエオ順に並べ替えさせていただきました｡ しば

日時

◎2008-09年度



今年度 SA を努めさせていただきます布施是清でございます｡ 大



◎地区より

サマーパーティー

大阪天濁橋 R.C
１年でニコニコが500万円
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今年も ｢ロータリーの友｣ をご愛用下さい｡

ロータリー財団プラス､ ポリオ寄付140ドル以上

9&:;

犬飼・古川年度のスタートです｡ 皆さんで盛り上げて

勝手ながら１人16,000円以上の皆様からのご寄付をお願い致しま

いきましょう｡

す｡ ８月22日､ ガバナー補佐が公式訪問されますので､ ８月５日ま

<

でに皆様の暖かいご協力の程､ どうぞよろしくお願い申し上げます｡

*>7?

犬飼会長の下､ 各委員長さん一年間頑張って下さい｡

@-AB

犬飼会長､ 古川幹事一年間期待しております｡ 会長の









米山学友ホームカミング制度により張蕾さんが11月４日に来日し
ます｡ 張蕾さんは､ 地区初めてです｡

海外で活躍する米山学友 (元米山奨学生) を各地区が毎年１名選
び､ 日本へ招待して地区のロータリアンへその活躍ぶりを披露して
いただく制度です｡
学友の来日にかかる費用は､ 米山奨学会から補助されます (上限
あり)｡ 地区が誇る学友を１人でも多く見出し､ 米山奨学事業の意
義を広めるとともに､ 学友との絆を深める制度です｡




茂木

w

今年度もよろしくお願いします｡

施政方針楽しみです｡
CD.E

いよいよ新年度スタート｡ 犬飼会長､ 古川幹事ワクワ

クするでしょうが一年間楽しみにしています｡

ホームカミング制度とは？

vw

=

GH

犬飼会長､ 古川幹事はじめ理事､ 役員の皆様､ 本年度

よろしくお願いします｡ 暑くてジャケット置いてきました｡ 以後気
をつけます｡
IJKL

犬飼・古川丸の門出を祝す｡ 一年間よろしくお願い申

し上げます｡
MNOP

犬飼・古川丸ご出航おめでとうございます｡ 無事な航

海をお祈り申し上げます｡

知子

副委員長

xxy
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y

z}~y
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犬飼､ 古川丸の出発を祝し､ 一年間よろしくお願いし

ます｡
STUV

今年度 SA を努めさせていただきます｡ 快適で､ 心地

よい､ 楽しく､ なおかつ節度ある雰囲気を大切にする例会にするよ


|

う努めます｡ 皆様ご協力お願い致します｡
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WX

犬飼・古川年度スタートおめでとうございます｡ 今年

度もよろしくお願いします｡






布施

是清

SAA

いつも一番に誕生祝いをいただき､ ありがとうござい

YQ

Z

新年度にあたり､ 犬飼会長､ 古川幹事の船出を祝し､

航海の無事を祈ります｡
[W\]

今日から新年度､ よろしくお願い致します｡

入会祝いをありがとうございます｡ 早いもので入会し

*^

_

新年度､ 米山をよろしくお願い致します｡

て丸３年が経ちました｡ 未だに会員の諸先輩方とお話することに緊

`

a

①犬飼会長､ 古川幹事いよいよ出航です｡ 一年間の無

張がはしりますが､ 私のような未熟者を温かく迎えて下さった皆様

事航海を祈念しております｡ また､ 理事､ 役員の皆様一年間よろし

に感謝申し上げます｡

くお願い致します｡ ②鴻さん､ 先日はありがとうございました｡



*bE

ます｡


理事､ 役員､ 委員長さんを代表して本年一年間よろし

犬飼会長､ 古川幹事新年度のスタートおめでとうござ

くお願いします｡ 会員の皆様の協力で無事､ 重責が全うできるよう

います｡ また､ 月山さん過日は結構なお品ありがとうございます｡

頑張ります｡

cdef

犬飼､ 古川年度のスタートを祝して｡

g

犬飼､ 古川内閣の門出を祝して｡ 本年もお世話になり

!"#$ いよいよ犬飼年度の始まりです｡ 何かと至らぬこと

hi

も多々ございますでしょうが､ 皆様のご理解・ご協力の程､ 何卒よ

ます｡

ろしくお願い申し上げます｡

Wj.

新年度早々お世話になります｡



klm]

犬飼先生一年間頑張って下さい｡ MM21からエールを

副会長仰せつかりました､ よろしくお願い致します｡

そして犬飼・古川丸一年間ご支援・ご協力をお願い申し上げます｡

送ります｡

%&'(

noP

犬飼､ 古川年度の船出を心よりお祝い申し上げます｡

久しぶりにお世話になります｡ 新しい役員の皆様ご就

)* + 犬飼会長､ 古川幹事一年間あまり頑張らないで下さい｡

任おめでとうございます｡

,-./

pqrs

お世話になります｡

会長､ 古川幹事､ 理事､ 役員､ 各委員長さんのご活躍を期待してい

tu

健康まずまず｡ 商売ぼちぼち｡ 夫婦仲まあまあ｡ おか

ます｡

げ様で26年目､ これからもよ・ろ・し・く！犬飼さん､ 古川さん､

0*123 吉田さん､ 加藤さんお疲れ様でした｡ 素晴らしい年

本年もよろしく！

①直前会長吉田丸の無事帰港を祝す｡ ②本年度､ 犬飼

度でした｡ 犬飼会長､ 古川幹事､ 無事を祈ります｡
4

5

犬飼会長､ 古川幹事一年間よろしくお願いします｡ 国

際奉仕委員会もよろしくお願いします｡
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今年度青少年派遣受け入れ関係を述べます｡ 受け入れでは96〜97
年度以来12年ぶりにロータリー国際青少年交換学生 Abbey (アビー)



さんをアメリカミシガン州から迎えます｡ 聖ヨゼフ学園への入学が






決まり､ ８月に来日しカウンセラー､ ホストファミリー中心に１年
間お世話をしてまいりたいと思います｡ そして今年も米山奨学生と
して中国から周峰君をお預かり致します｡ 横山会員がカウンセラー
として面倒を見ていただきます｡
一方派遣では国際青少年交換学生の宮田莉佳さんをブラジルに派
遣致します｡ また東京外語大石田美緒さんをロータリー財団国際親
善奨学生としてイタリアに派遣致します｡ また米山学友ホームカミ
ング制度に推薦していた中国の張蕾 (ジャンレイ) さんが被推薦者
として決定し今秋に来日致します｡ ということで神奈川東ロータリー
クラブは今年５名の青少年関係の支援を致します｡ 会員の皆様のご
理解とご協力を重ねてお願い致します｡
また昨年より新たな交流が始まったマレーシア・ルーヤンロータ
リークラブとは新世代である高校生方の交流をより一層充実させて
いきたいと思います｡ またマレーシア・ルーヤン R.C の抱えてい

今年度神奈川東ロータリークラブ会長を仰せつかりました犬飼和
春です｡ 神奈川東ロータリークラブは1976年に創立した歴史あるク
ラブです｡ これまで32年間たくさんの奉仕と友情を築き上げて来ま
した｡

る環境保全の面でも世界社会奉仕 (WCS) マッチング・グラント
を視野に入れた奉仕活動が実現できればと思っています｡ 台湾滬尾
ロータリークラブとの国際交流では今年度は台湾に訪問する年でご
ざいます｡ 多くの会員の参加をお願い致します｡

現在会員数は66名で70名に手が届こうとしています｡ 横浜川崎地
区62クラブのなかでは７〜８番目に会員が多いクラブに成長して来
ました｡ 女性会員も５名おります｡ 良き先輩諸兄が築いた様々な奉
仕を今一度原点に戻り､ 今年度会長テーマを
共に

更なる奉仕を地域と

としました｡ 心新たに新しい奉仕活動へと進む時が来たと考

えております｡
今年度 RI 会長李東建 (Dong Kum Lee) のテーマは
たちに

夢をか

であります｡ 世界中のロータリアンの皆さんに地域社会の

もっとも大切な資源である ｢子供たち｣ に光をあてていただきたい
のです｡ 協調事項は水､ 識字率向上､ 保健および飢餓であります｡
また全社会からのポリオ完全撲滅が最優先事項であります｡ 我がク
ラブもこの目標に向かい､ 全会員が協力していくことになります｡
また水に関しては平成11年から始まったスリランカへの井戸寄贈は
安全な飲料水確保に欠かせない事業と考えて､ 今年度も継続して国
際的支援を行う予定でおります｡

次に地区補助金についてですが､ 本年度は対象プロジェクトとし
て社会奉仕委員会から植樹プロジェクトを申請しております｡
一方地元地域の方々とも密着した奉仕活動も行いたいと思います｡
今年度脇田さんを委員長に環境委員会が発足します｡ 前年度会長の
理解もいただき､ 神奈川区のまちづくり環境保全に取り組む ｢よこ
はま水と緑の日実行委員会｣ に協賛協力の形から参加し始めること
が出来ました｡ 単年度だけの活動に終わらず継続的な奉仕事業活動
に発展出来るように環境委員会を中心に協力していっていただきた
いと思います｡ またクラブ独自で出来る身近な環境問題にも取り組
んでいただきたい｡
SAA に関してですが今年からお祝いの１つである結婚記念日あ
るいは入会記念日のお祝いを入会記念日に統一してお祝いします｡
またボックスを ABC 順からあいうえお順に並べ替えます｡ よろし
くご理解の程をお願い致します｡ そして例会は格式を重んじ厳粛な

清水良夫ガバナーの地区方針について述べます｡

中にも明るく楽しい雰囲気で運営できるよう SAA 中心に進めてま

職業奉仕がロータリーの根幹であることを認識し､ 四大奉仕の実

いりたいと思います｡

践を各クラブで推進し奉仕の実をあげる｡

神奈川東ロータリークラブでは32年の歴史がありますが､ 未だガ

会員増強では､ RI からの会員増強は純増10％目標だが､ 地区で

バナーを輩出しておりません｡ 何年かに亘りガバナーを送り出そう

は会員の質を強調して会員増強は純増１名を目標にしており､ クラ

という意気込みは出るのですが一人として候補者選出に至ったこと

ブもそれに準じて拡大努力をします｡

はありませんでした｡ しかし今年こそガバナー候補者を選出し神奈

ロータリー財団への寄付は会員一人年間120ドルの寄付とポリオ

川東ロータリークラブガバナー誕生の一歩にしたいと思います｡ 会

プラス年間20ドル計140ドル以上の寄付をお願いします｡ またベネ

員の皆様がこの人こそガバナー適任であるとお考えの方を是非私な

ファクターは２名を目標として寄付をお願いします｡

り幹事なりに申し出て下されば幸いです｡

米山記念奨学会への寄付は普通寄付5,000円､ 特別寄付20,000円
合計25,000円をお願いします｡
新世代育成プログラムを検討し実行しようです｡ クラブでは国際
青少年交換を実践しますが､ ８年ぶりの RYLA (ロータリー青少
年指導者養成プログラム) が復活します｡

ぜひ今年度はガバナーノミニー候補者をぜひ地区に推薦できるま
でのクラブになるよう､ ガバナー輩出に向けクラブ一丸となり会員
の意識を高め盛り上げていきたいと思います｡
最後に会員皆様の絶大なるご協力とご理解をいただき､ 一年間重
責を全うしていきたい所存です｡







我々のクラブ神奈川東 R.C の会長方針もそれを受けて
奉仕を地域と共に

更なる

の言葉を掲げて､ 活動する事になりました｡ 私

は副会長との役務を与えられましたので､ 会長の方針に沿って､ 会
長の補佐する仕事をそつなく務めたいと思っております｡ 神奈川東
R.C は､ 今まで特にむりする事なく､ 自然体で､ それでいて､ やる
べき奉仕活動をそれなりにやってきた立派な良いクラブであると私
は思っております｡ それは今までの歴代の会長､ 幹事の努力のたま
ものだと思います｡ 今年度の会長犬飼和春氏､ 副会長横山範夫氏､
幹事古川陽太郎氏皆さん立派な方でかつ実務能力のある方であるの
で､ 私はじゃまにならない程度に協力させていただくつもりであり
ます｡ よろしくお願い致します｡









2008〜2009年度 RI 李東建会長テーマ ｢夢をかたちに｣ 犬飼会長
テーマ ｢更なる奉仕を地域と共に｣ で副会長の大役を仰せつかりま
した｡ 非力ではございますが､ どうぞよろしくお願い致します｡
担当委員会として､ 出席委員会､ クラブ会報委員会､ 親睦活動委
員会､ 雑誌委員会､ プログラム委員会､ 広報・IT 推進委員会と６
つの委員会の担当となります｡ さて､ 副会長とは2007年手続要覧に
よりますと会長不在の場合本クラブの会合及び理事会の会合に於い
て議長を務めその他通常その職に付随する任務を行うことをもって
副会長の任務とすると書かれています｡ これに則り役職を全うして
まいる所存です｡
終わりに会員皆様ご承知のように手続要覧 (2007) そして地区方
針の中にも初めてロータリーの４大奉仕部門 (クラブ奉仕､ 職業奉
仕､ 社会奉仕､ 国際奉仕) は､ 全ロータリークラブの活動の指針と

只今､ 会長エレクトとご紹介いただきましたが､ 現状に於きまし

なると書かれています｡ どうぞ一年間犬飼会長､ 古川幹事を全会員

てはエレクト候補でございます｡ 今年度の12月に開催されますクラ

で守り立てていただければ幸に思います｡ 大変簡単ではございます

ブ総会で会員各位のご承認をいただくことが出来まして､ 初めて正

が､ 副会長の挨拶とさせていただきます｡

規の会長エレクトを拝任させていただくこととなります｡

ありがとうございました｡

しかし､ 当クラブ細則にはエレクト候補の段階から三つの委員会
に係わることが義務付けられています｡ 会員選考・職業分類､ 会員




増強､ ロータリー情報の三委員会です｡
特に､ 永続的なクラブ運営を担うには ｢活力､ 活性｣ の源とも言
える会員増強への努力を怠る事は出来ません｡ 微力ではありますが
須永委員長と共に地域で活躍され､ 人としても魅力ある方を一人で
も多くご紹介いただける様に､ 会員各位への声掛けに努めたいと考
えています｡
そこで､ 12月までは正面席での着席をご遠慮させていただき､ ご
迷惑かも知れませんが皆様のテーブルへ順繰りに着席させていただ
き､ 増強への協力要請と合わせ､ 会員各位の多種多様なご意見に真
摯に耳を傾ける期間にしたいと考えています｡ 犬飼､ 古川年度を側
面からご支援させていただき､ ｢この年度も魅力ある良い年度でし
たね｡｣ とご評価いただける様､ 微力ではありますが一生懸命努め
させていただきます｡ 各委員会はもとより､ 会員各位のご協力を賜

今年度の RI 会長のテーマは

夢をかたちに

と発表され､ 地域

社会の最も大切な資源である ｢子供たち｣ に光を当て､ 環境問題に
も取り組んで､ 良い地球社会を作って行こうと言う事のようであり
ます｡

わります事を重ねてお願い申し上げまして新年度のご挨拶とさせて
いただきます｡







ルに入れておいていただきたいと思っております｡
クラブ内の予定としては､ 以前まで隔月で年６回開催されていた
クラブ協議会を､ 今年度は年４回の開催と致しました｡
開催回数が減った分､ その４回のクラブ協議会を充実させ､ 各委
員会の予定や進捗状況､ 他の委員会との連携・検討課題など､ 各委
員長・委員その他多くの会員のご参加をいただき､ そのクラブ協議
会をより実り多いものとしていきたいと思っております｡
その他インフォーマル・ミーティング､ 夜間例会､ 家族会などに
就いては､ 会員皆様のお知恵を拝借しながら楽しく､ 有意義で､ か
つシックな会合としていきたいと存じておりますので､ 皆様のご協
力をお願い致します｡
加えて毎月一回開催される定例理事会ですが､ 今年度の理事・役
員・出席される各委員長の方々は､ ロータリー経験豊富な方､ 中堅
の方､ 新進気鋭の方などが選出されておりますので､ ご意見を伺い

本年度､ 幹事役を拝命しました古川です｡
本年度､ 犬飼会長のテーマは

更なる奉仕を地域と共に

ですの

で､ その方針に沿い､ 会長・理事・役員・各委員長・会員皆様のご
指導・ご協力を得ながら､ 幹事役を遂行していきたいと存じており
ますので､ よろしくお願い申し上げます｡
さて､ 上記会長テーマに基づき､ 特に本年度は新しい取り組みと
して､ クラブ奉仕委員会の中に環境委員会を立ち上げました｡ 昨今､
地球温暖化・環境破壊・二酸化炭素排出削減問題が取り沙汰され､

ながら､ クラブにとってより良い方向性を見いだしていきたいと期
待致しております｡
最後になりましたが､ 前年の吉田会長年度もなかなか平穏無事と
言う訳にはいかず､ 突然降って湧いた難題も数多く出現しました｡
これら難題は今年度にも起こって来ると予想されますが､ 理事・役
員・各委員長・各会員の方々と良く検討して､ 難関を切り抜けてい
きたいと存じておりますので､ 皆様のご理解・ご協力を切にお願い
申し上げます｡

国家を揚げてまでその対策に取り組み始めております｡
そこで､ 我がクラブとしてもこの環境問題に就いて､ 会員の方々





の意識を高め､ 個人・クラブ・地域レベルで､ 環境に良い事を我々
に出来る事から始めていきたいと思っております｡ その為に以下の
如くクラブ奉仕委員会の内容を分担・整理しました｡
クラブ奉仕委員会の中に新しく環境委員会を立ち上げる事により､
広報委員会と IT 促進委員会を統合して､ 広報・IT 委員会とし､ 加
えて会員選考委員会と職業分類委員会を統合して､ 職業分類・会員
選考委員会としました｡
その他のクラブ奉仕委員会はそのまま存続し､ 職業奉仕・社会奉
仕・新世代育成・国際奉仕の四大奉仕と合わせ､ それぞれの委員会
同士が緊密な連携を取りながら､ 更なる奉仕を地域と共に押し進め
ていきたいと思っております｡
また､ 例会重視の方針は前年度より継続し､ 卓話の充実・高出席
率維持に努め､ 会員相互の理解・親睦や､ 延いては会員増強にも寄
与しうる例会作りをしていきたいと存じております｡

今年度副会計を仰せつかりました朝日でございます｡
所用のため欠席の舘野会計にかわり一言ご挨拶申し上げます｡

また､ 全会員にとって平等で楽しく､ 有意義な例会とする為､ 今

さて､ 今日もガソリンを補充してきて改めて痛感しましたが､ も

年度は結婚記念日祝いを入会記念日祝いに変更し､ 未婚・既婚を問

のの値上がりが猛烈な勢いで進んでおります｡ スーパー業界に身を

わず全会員一律にお祝いする事にしました｡ そしてお祝い当日の例

おく立場からも､ この７月より行われた値上げは今年に入り､ もの

会時に一言二言なりご挨拶を頂戴出来れば､ 会員相互の理解と親睦

によっては３回目となるなど､ 記憶にない暴騰ぶりです｡

がより深められるものと期待しております｡
また､ 幹事よりのご報告事項として今年度のクラブ・例会の予定
をご案内させていただきます｡
先ず､ 公式訪問ですが８月22日は梅原第４分区ガバナー補佐が､
９月５日に清水ガバナーがそれぞれ公式訪問されます｡ そして地区
大会は11月７〜８日になりますので､ これら日程を今からスケジュー

このようにものの価格が激しく上がり､ なおかつ収入が頭打ちの
状況においてまず考えなければならないことは一つしかございませ
ん｡
それは有効なお金の使い道です｡ 何に､ いつ､ いくら使うかの選
択をしっかり考慮することが必要不可欠なのです｡
ロータリークラブの運営においても､ 今まさに､ このような思慮

が必要とされているのではないでしょうか｡
予算統制も含め､ 舘野会計・事務局渡辺さんと協力し､ 会計とし
ての職務をしっかりと果たしていきたいと考えておりますので､ よ
ろしくお願い申し上げます｡
会員の皆様方のご指導・ご協力を重ねてお願い申し上げ､ ご挨拶
とさせていただきます｡

国際ロータリー細則を次のように改正する (手続要覧第219ペー
ジ)｡
第15条

地区

15.090. ガバナーの任務
ガバナーは理事会の一般的な指揮､ 監督の下に職務を行うその地
区における RI の役員である｡ ガバナーは担当地区内のクラブに対
する直接監督の責任を果たすに当たって RI の綱領を推進する特別



 

郵便投票書式を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する (手続要覧第212〜213
ページ)｡
第13条

の任務を課せられている｡ ガバナーは､ 地区およびクラブの指導者
と協力し､ 理事会の提唱する地区リーダーシップ・プランへの参加
を奨励するべきである｡ ガバナーは､ 地区内のクラブを啓発し､ 意
欲を与えるものとする｡ さらにガバナーは､ 効果的なクラブを育成
するために､ 元､ 現任および次期地区指導者と協力して､ 地区内に
継続性を確保するものとする｡ ガバナーは､ 自ら次の諸項の責務を
負うものとする｡

ガバナーの指名と選挙

13.040. 郵便投票の書式
ガバナーは､ 理事会の定める投票用紙を準備する｡ 投票用紙には､
地区指名委員会の選出した候補者がいる場合はその候補者名を記す｡
次にクラブからガバナーが受け取った候補者の氏名をアルファベッ
ト順に列記する｡ 候補者が３名以上ある場合､ 投票は単一移譲式投
票方式によるものとする｡ ガバナーは､ その際､ 投票用紙にクラブ
の投票を記入したうえ､ ガバナーの許に届くよう返送することを要

(ａ) 新クラブ結成｡
(ｂ) 既存クラブの強化助成｡
(ｃ) 地区指導者およびクラブ会長と協力し､ 地区内各クラブのた
めに現実的な会員増強目標を設定して､ 会員増強を推進するこ
と｡
(ｄ) プログラムへの参加と資金寄付に関してロータリー財団を支
援すること｡
(ｅ) クラブ間およびクラブと RI の間の良好な関係を促進するこ
と｡

する旨の指示を添付して各クラブに対して１部郵送しなければなら

(ｆ) 地区大会を計画し､ 議長を務め､ ガバナー・エレクトが会長

ない｡ 投票用紙は､ ガバナーの定める期限までに返送しなければな

エレクト研修セミナーおよび地区協議会の計画・準備をするに

らない｡ その期限は､ ガバナーが各クラブに投票用紙を発送した日

当たって援助すること｡

から15日以上30日以内の間に定めることを要する｡ 各投票用紙はそ

(ｇ) 下記の目的のために､ 個々に､ あるいはガバナーの出席をで

れぞれ１票を表すものとする｡ ガバナーは､ クラブが権利を有する

きる限り効果的にする機会を調整するために年度を通じ実施さ

票数に相当する数の投票用紙を各クラブへ送るものとする｡

れる数クラブ合同例会へ公式訪問を行うこと｡
１. 重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる｡

 

郵便投票書式を改正する件

２. 弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う｡
３. ロータリアンの意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる｡
４. 個人として地区において顕著な寄付をしたロータリアン個
人を表彰する｡

国際ロータリー細則を次のように改正する (手続要覧第213ペー
ジ)｡
第13条

(ｈ) 地区内の各クラブの会長､ 幹事に月信を発行すること｡
(ｉ) 会長または RI 理事会の要請があれば､ 速やかに RI に報告

ガバナーの指名と選挙

13.040. 郵便投票の書式
13.040.3. 過半数または同数の投票
投票の過半数を得た候補者が､ その地区のガバナー・ノミニーと
宣言されるものとする｡
選挙で､ ２人の候補者がそれぞれ50パーセントの票を獲得し､ そ
のうちの１人が指名委員会のノミニーである場合､ 指名委員会のノ
ミニーがガバナー・ノミニーとして発表されるものとする｡ かかる
２人の候補者のいずれも指名委員会のノミニーでない場合､ ガバナー
が２人のうちいずれか一方を選出するものとする｡

を提出すること｡
(ｊ) ガバナー・エレクトに対して､ 国際協議会の前にクラブの状
況について詳細な情報を提供し､ 併せてクラブ強化策の勧告案
を提供すること｡
(ｋ) 地区における指名および選挙が､ RI 定款､ 細則および既定
の RI の方針に則って確実に実施されるよう計らうこと｡
(ｌ) 地区内で運営されているロータリアンのグループ (友情交換､
国際共同委員会､ 世界ネットワーク活動グループなど) の活動
について定期的に尋ねること｡
(ｍ) 地区で保存すべき文書をガバナー・エレクトに引き継ぐこと｡
(ｎ) RI 役員としての職責に属するその他の任務を遂行すること｡



 

ロータリアンのグループに関して定期的に尋ねることを義務づけ
るために､ ガバナーの任務を改正する件
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