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長野西ロータリークラブ

会長／南 信行 幹事／若麻績信昭 クラブ会報委員長／西沢 徹

SAA／飯田 弘己 副 SAA／宮原 友昭

新旧会長・幹事 バッジ引継ぎ・記念品の贈呈

＊＊竹村利之直前会長ご挨拶＊＊

一年間滞りなく終われたの

も皆様のご協力のお陰と心よ

り感謝申し上げます｡ こうし

て７月より南 信行会長新年

度にバトンタッチすることが

出来ました｡ 出来なかったこ

とも多々ありますが､ どうかロータリーの友情に

免じてお許し下さい｡

＊＊粕尾正康直前幹事ご挨拶＊＊

皆様には大変お世話になりま

した｡ 先ほど､ 竹村会長年度の

最終クラブ協議会を終え､ 決算

も承認の運びとなりました｡ こ

れからは後ろの方でゆっくりと

食事を楽しもうと思います｡ ほ

んとうに有難うございました｡

本年度・理事・役員・委員長紹介 南 信行会長

以上の方々でクラブを運営していきたいと思い

ます｡ 一年間よろしくお願いします｡

７／14 本日のプログラム

前年度事業・決算報告 本年度事業・予算計画

第1436回例会 2017年 (平成29年) ７月７日 (金)

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE



会長挨拶 南 信行会長

竹村直前会長､ 粕尾直前幹事､

昨年は事業が盛りだくさんの30

周年で本当にお疲れ様でした｡

又､ 30周年実行委員会の役員の

皆さんに感謝を申し上げたいと

思います｡ ｢古きをたずねて新

しきを知る｣ ｢初心忘るべからず｣ の如く､ 本年

は会員の皆様と共に､ クラブの30年間を振り返り

検証して将来への展望を切り開きたいと思います｡

30年前､ 長野ロータリークラブから､ 山口文男さ

ん柄澤重登さん滝澤功さんが､ 中山富太郎初代会

長の下に嫁ぎ､ 新会員を集い総数50名で一家を立

ち上げ今日に至っています｡ 50年に一度のはずの

ガバナー輩出を､ 僅か30年の間に､ 山田友雄さん､

綿貫隆夫さんの２名も出し､ 地区大会も主管しま

した｡ 又､ ロータリアンの社会奉仕の実践と修練

の場として２つの森林 (もり) を持ち､ 青少年奉

仕として､ 長野女子高インターアクトクラブ創立

に助力してスポンサークラブと成るなど､ 2600地

区のクラブから一目おかれる存在となりました｡

全て先輩会員の皆さんの努力のおかげです｡ 特に､

創立から現在までご尽力いただいている､ 柄澤さ

ん､ 滝澤さんに敬意を表したいと思います｡ これ

からの１年間､ ロータリーの原点である親睦､ つ

まりロータリークラブを一つの家族として包み込

む､ ロータリアン相互の兄弟愛を､ 皆さんと育み

ながら､ 新たな船出をいたします｡ どうかこの一

年宜しくお願いします｡

副会長挨拶 北川原健副会長

本来副会長というのは仕事が

ないものなのですが､ 南会長に

おかれましては､ 氷屋さんとい

うことで７､ ８月は多忙で数回

南会長の代わりに挨拶する予定

になっています｡ よろしくお願

いします｡

幹事挨拶・報告 若麻績信昭幹事

昨年暮れに､ 南エレクトから

幹事をやってくれないかと言わ

れ､ ロータリーの場合は､ 答え

は一つで ｢はい､ わかりました｣

しかないと言われていたのでそ

う答えました｡ が､ 粕尾幹事の

姿を見ていくうちにはたして自分にできるかどう

か､ 今は緊張感でいっぱいです｡ 会長を例えると

天皇陛下で幹事は総理大臣とのこと､ 一人で何が

できるかわかりませんが､ 何卒皆様方のご協力よ

ろしくお願い致します｡

・７月１日より2017～2018年度関邦則ガバナー

クラブ事務所：長野ロータリークラブ

・本年度の会員誕生記念品は図書カードを贈らせ

て頂きます｡ ご夫人誕生記念品は引き続きお花｡

・７月・８月の予定等について

HP更新､ ご覧になって参照してください｡

・第１回クラブ協議会の日程を７／28→７／21へ

８／４納涼会：犀北館 ８／11 休会

・座席札について 原則第３週に行います

・例会時の服装について

本年度もクールビズ､ ウォームビズの精神にのっ

とり５月～11月ノーネクタイで｡

・本日会費請求書発送 期限厳守 ７月末日まで

・７月ロータリーレート １ドル111円

・７月15､ 16日長野女子高等学校白梅祭｡

７月のお祝い事 おめでとうございます

＜夫人誕生記念＞ 中野清子さん 高橋久子さん

小林百合子さん 竹内牧子さん 野村桂子さん

＜結婚記念会員＞ 小山浩太郎さん

＜会員誕生記念＞

青木茂人さん 池田修平さん 南 信行さん

村田秀雄さん 高井 亘さん 太田裕志さん



SAA挨拶 飯田弘己 SAA

私から皆さんへお願いがあり

ます｡ まず１つ目は､ 品位ある

クラブ例会にしたく皆様方には

品位ある例会運営にご協力くだ

さい｡ 例会場は会員の親睦が主

です｡ ですから私語は大いに結

構で制限は致しませんが､ 演台でどなたかがお話

されている時は､ 迷惑にならないにようにお願い

したいです｡ 二つ目､ 例会場は昨年に引き続き禁

煙とさせて頂きます｡

また､ ５月～11月はクールビズでその間ガバナー

補佐､ ガバナー訪問がありますがその時もクール

ビズでかまいません｡ ただし上着を着用されてい

る時は､ 会員バッチをつけるようにして下さい｡

堅苦しい挨拶となりましたが､ 一年間よろしくお

願い致します｡

副SAA挨拶 宮原友昭副 SAA

一年間副 SAA としてつたな

い司会ですが､ 務めさせて頂き

ます｡ 飯田 SAA に色々と学ば

せて頂き非常に勉強になると

思っています｡

副幹事挨拶 瀧澤 聡副幹事

幹事欠席時の代行や地区大会

等の車中の買い出し等で協力で

きたらと思っています｡

出席・ニコＢＯＸ報告 坂本千尋例会運営委員長

昨年入会したばかりなのでわ

かない事だらけですが皆様始め

委員会の皆さんにサポートして

いただきながら運営して参りた

いと思います｡ 奉仕の為のニコ

ニコ BOX 投入ということです

ので､ 新参者で強くも言えませんが､ 我々例会運

営委員会がにこにこしながら座っておりますので

その笑顔に負けて受付に是非お立ち寄りください

(^o^)

７/７ (会員52名) 出席33名前々回修正出席率77.08％

・竹村利之さん☆１年間ありがとうございました｡

南年度頑張って下さい｡

・粕尾正康さん☆ありがとうございました｡ 後ろ

の席でゆっくり食事を楽しませて頂きます｡

・南 信行さん☆本年度よろしくお願い致します｡

・若麻績信昭さん☆１年間よろしくお願い致しま

す｡ ☆本日､ 私の姉以来､ 65年振りに孫娘 (２

人目) が誕生します｡

・綿貫隆夫さん☆新年度､ 南内閣の出発を期待し

ます｡ 改革の年､ ロータリー存続発展の為に､

蛮勇を振って下さい｡

・北川原健さん☆１年間よろしくお願い致します｡

・飯田弘己さん☆竹村さん､ 一年間ご苦労さんで

した｡ 南さんこれからガンバッテチョ｡

・宮原友昭さん☆先週無事父の葬儀を終える事が

出来ました｡ 色々とありがとうございました｡

これからも西ロータリーの一員としてよろしく

お願いします｡

・坂本千尋さん☆緊張の一年間が始まりますが､

よろしくお願い致します｡

・小林健治さん☆なんとなく

・小出昭雄さん☆株主総会無事終了｡ 南会長いよ

いよですね｡

・井上明彦さん☆南会長､ 若麻績幹事 New 年度

もよろしく｡

・高橋英司さん・伊東義次さん☆竹村会長年度の

皆様ご苦労様でした｡ 南年度の皆様期待してお

ります｡

・川橋昭義さん☆竹村さん､ 粕尾さんご苦労様で

した｡ それから新年度の会長､ 幹事さんよろし

くお願いします｡

・中島 勉さん☆女房の誕生日の月です｡ よろし

くお願いします｡

・合 計 52,000円 ・スヌーピー 5,994円

・累 計 57,994円

例 会 案 内

７月21日 会員卓話 綿貫隆夫さん

７月28日 会員卓話 轟 修平さん

８月４日 納涼会 於：犀北館 18：30～



ホームページを更新しましたホームページを更新しましたホームページを更新しましたホームページを更新しました

飯田弘己 SAA
７月１日現在長野西ロータリークラブ会員数：52名 本日例会出席者数：33名よって総会は成立します｡

クラブ細則改正について 南 信行会長

改正をする場合は会員に採択する10日以上前に文書にて通知すると定款にありますので､ す

でに会員の皆様には配布してありますが､ その内容は下記になります｡

2016規定審議会で採択された立法案で標準ロータリー定款がロータリー史に残る大幅な改訂

がされました｡ この改訂は2016年７月１日より有効ですが､ 例会スケジュールや会員身分に関

してより多くの裁量をクラブに委ねる改訂がされたことから当クラブでは､ ７月以降､ 会員に

よる討議の後､ 細則を改正して行きたい所存です｡

標準ロータリークラブ定款というのは､ 1922年以降に発足したクラブは必ず採用しなければ

いけないとなっておりその定款がかなり変更になりました｡ その中で標準ロータリー定款第11

条 ｢入会金および会費｣ 等においてという条項があるのですが､ 規定審議会により入会金の語

がすべて削除されました｡ ただし ｢入会金を徴収してはならない｣ と決まった訳ではありませ

ん｡ クラブ細則において新会員から入会金を納めてもらうように定めるのは自由となっていま

す｡ 近隣ロータリークラブの入会金をみると大体５万円～10万円です｡ 入会金は､ いづれ０に

なると思いますが､ いきなりでは難しいと思われますので､ 当クラブも５万円に減額したく本

日の総会に至りました｡ すでに理事予定者会議にて承認されていますが細則の変更は総会によっ

て決議しなければならないとありますのであらためてここでお諮りいただきたく思います｡

これからどのようなクラブ細則の改正が必要かと言うと､ ①例会と出席に関する規定の例外

②会員身分に関する規定の例外③入会金が削除された会費 以上３点が大きなポイントでこれ

らはできるだけ大勢の方がロータリークラブに参加しやすくなるようにとの配慮かと思われま

す｡

ロータリー定款は基本的なところは変更されていませんが､ 例外規定という条項が追加され､

定款に従わない規定または要件を細則に含める事が出来る｡ その規定または要件は本定款に優

先する｡ そういう決まり方になってきています｡ ですからクラブの裁量に大幅に委ねられるこ

とになります｡ 以上をふまえこれから皆さんと話し合いながら改正をしていきたいと思います｡

議案 現在､ 長野西ロータリークラブの入会金は10万円だが､ 2017年～2018年度 入会者か

ら５万円としたい｡

～～～拍手を持って承認～～～


