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本日　９月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知県とキリンビール」

キリンビール㈱ 高知支店長 大石　恭三 氏

次週　９月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

第2544回　例会報告／令和４年８月24日　天候　曇り
◇ロータリーソング
  「それでこそロータリー」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
今の歌「それでこそロー
タリー」は、非常に親睦
感のあふれるロータリー
の歌ですが、他にもいろ
んなロータリーの歌があ

って、「我らの生業」は、まさに職業人の集
まりということを象徴的に歌ったものです
が、その辺でちょっと私も最近ずっと悩まし
いことがあります。
　というのは、ロータリーの少し堅いお話を
させていただきますが、今年、規定審議会を
反映するために、我がクラブも標準定款どお
りのクラブ定款、それから細則の変更という
ものを作業としてやらなければいけません。
今年の規定審議会で決まったわけではないん
ですけれども、前回、最初の挨拶のときにも
少しお話させていただきましたが、ロータリ
ーの、要するに私の理解からすれば、完全に、
一番主要な職業奉仕というロータリーの目的
といいますか、我々が、会員が目指すものと
いうふうに位置づけてるものなんですけれど
も、それが今現在、どうですか、定款なんか
よくご覧になってないかも分かりませんが、
そこの根本的な会員身分ですね。つまり、ロ
ータリーに入れるか入れないかというところ
が、大きく実は変わってるんですよね、もう

何年も前に。
　定款８条の会員身分、第１節全般的資格要
件を読むと「本クラブは善良さ、高潔さ、リ
ーダーシップを身を以て示し、事業、専門職
部」ここまでだったんですね、今までは。と
ころが今は「及び、または、地域社会で良い
評判を受けており、地域社会及びまた世界に
おいて奉仕する意欲のある成人によって、構
成されるものとする」ということで、文章的
には美しい文章ですが、要は職業を持ってな
い人も会員身分として認められるということ
なんです。私なんかもよく話を、食事という
か一杯飲んでいるときなんかにも出すんです
けども、実際、私が聞いている範囲内で言え
ば、やっぱり各クラブ、結構問題が生じてい
る例があるようです。これを対応してないが
ために、例えば推薦があったと。職業を持た
ない人で、りっぱな方の推薦があって、理事
会に掛けられます。その上で、いろんな経緯
を経て、今現在は文書をもって反対者が出て
こないと、そのまますーっといくんですけど
も、出てくると、基本的には推薦された方は
会員になれない。だけど、そこで異議申し立
てが、当然あってしかるべきなんですね。定
款で認められてるわけですから。
 ここにあります「地域社会でより良い評判
を受けており云々」と、そういうりっぱな方
で定款にある以上は、それでなおかつ細則に
も決まってない以上は、理事会でしっかりも
み直して、結局は会員として認めざるを得な
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いというのが、我々、常識のあるロータリー
会員の取る姿だと思いますので。
　それで「いや、うちのクラブはもう職業奉
仕中心だから、職業を持たない人は入れるべ
きではないというふうに、みんな思ってたは
ずなのに」ではいけないわけですね。だから、
やはり前もって、そういった重要な規定の変
更が事実上なされているわけですから、皆さ
んの意見をどこかで集約させていただきたい
と、実は思っております。「まぁ、いいじゃ
ないか」では、ちょっと済まないことが、
後々出てくるとやっぱりよろしくないと思い
ますので、その辺につきましては、どういう
タイミングで、そういう話し合いをしていた
だくのかどうか分かりませんが、今年度中に

重要な審議事項として、ちょっと皆さん、お
知恵を拝借したいと思いますので、よろしく
お願いします。
　今日は時間変更例会ということなので、和
気あいあいと、後ろにあるビールなり、それ
から少々ワインも揃えましたので、ぜひ一杯
やりながら食事をいたしましょう。よろしく
お願いします。
◇幹　事　報　告
・次週は、ガバナー補佐訪問例会です。例会
終了後に第３回クラブ協議会を開催します。
各委員長は準備をお願いします。
・第20回記念ロータリー全国囲碁大会が11月
５日に開催されます。詳細はボードに貼っ
ています。

•浦田健治　２人目の孫（女の子）に恵まれ
ましたので、ニコニコへ。
•鬼田知明　本日は、夜間例会にご出席いた
だきありがとうございました。
•傍島裕二郎　本日、健康に55回目の誕生日
を迎えることができました。

•石川　健　高校野球大会が始まって109年、
優勝旗が初めて白河の関を越えました。13回
の決勝戦進出で、東北勢・仙台育英が初優勝
しました。高校野球キチガイの私、この歴史
的瞬間を観たくて甲子園へ行っていました。
おめでとう東北勢、おめでとう仙台育英、そ
しておめでとう、てんちゃん。
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●会長／浦田健治　●幹事／鬼田知明　●雑誌会報委員／森田倫光・松本隆之・土居祐三
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
242,630円
12,000円
254,630円

1,775円
0円

1,775円

244,405円
12,000円
256,405円

チビニコ 合　計

８月24日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
９月14日㈬　ガバナー公式訪問
９月20日㈫～22日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月28日㈬　役員会
10月５日㈬　定例理事会
10月９日㈮　高知東ＲＣ創立記念日
10月12日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　９月８日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月８日㈭　お月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月16日㈮　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月20日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月22日㈭　休会

● 出席率報告 ●

８月24日
８月10日

総数
54

出席
30

欠席
0
休　　　会

メイク
アップ HC出席率

55.56％
出席率
100％24
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