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あります。

■点鐘

マスコミが、あらゆる手法を使い視聴率や購読数を伸ばしたいこと
は理解できますが、報道される側の「心情」とか「置かれている立

■国歌斉唱「君が代」

場」をおもんばかり、
「みんなのためになるかどうか」と、今一度
戒めて頂きたいものです。無神経な報道は、報道される側ばかりで

■ロータリーソング「手に手つないで」

なく、視聴者も見たくはありません。

■来訪者紹介

私たちロータリアンも職業人です。わが職務に置き換えてみると、
昨今の一部のマスコミと同じようなことを行っているかもしれませ

熊本ＲＣ

木下

修

君

ん。
「人の振り見て我が振り直せ」ではありませんが、今一度「四

米山奨学生

李 靖 清 さん

つのテスト」を心に刻み、謙虚にそして堂々と仕事をしたいものと

見学

小穴行人

改めて教えられます。

様

■会長の時間

■幹事報告

（会長 白石 繁 )

（幹事 村瀬直久 )

■昨今のマスコミの報道姿勢について

１）
髙山泰四郎 ガバナー、上野公則 地区管理運営部門長、長縄弘貴 Ｒ

最近、年のせいか 新聞やテレビの報道姿勢を見ていると腹立たし

ＬＩ委員長より、
「2018 〜 19 年度ＲＬＩディスカッションリーダー

いことが益々増えてきました。社会の深層や本音を取材し実態を公

研修」開催の案内。

にすることがマスコミの職務でしょうが、その手法に違和感を覚え
ることが多くなりました。例えば市民の声を聞くということでよく

日時 ２０１９年６月９日（日）１３：３０〜１６：３０

街頭インタビューを行い、その映像を放映しています。注意深く見

場所 熊本県民交流館パレア ９Ｆ「会議室１」

ると どうも本人の了承を得ずして望遠カメラと隠しマイクで録音

登録 １３：１０〜１３：３０

している節があります。

※出席対象者 ＤＬパート１・２・３修了者の皆様

もちろん放映についても本人の了承を得ているとは思えません。

２）

先日 大津市の交差点で車 2 台が衝突した弾みで 1 台が保育園児

国際ロータリー第２７００地区青少年奉仕委員会より、
「ポール・

の列に突っ込んだ事故で、二人の園児が犠牲になりました。突然の

ハリスものがたり」刊行のお知らせ。

事故で、大切な家族を失った深い悲しみを受けているご両親の心情

３）

を察すると、本当に胸が痛みます。

光明（ひかり）童園より、
「ひかりっこ新聞 第３９号」の送付。

ただ腹立たしいのは、事故後の取材のあり方です。悲しみに打ちし
かれている家族に執拗にマイクを突きつけ、ご自宅や葬儀会場では
許しもなく無神経に撮影をする。

■今後の予定

弔問者にインタビューをし、対応した本人の了承もなく悲惨な状況
を伝える。マスコミの報道は、このような取材方法でしか実情を伝
えることができないのでしょうか。このような安易なやり方ではな

熊本県

ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本

周年記念例会

熊本市

ニュースカイ

6 月 8 日（土）
白石 繁、福井 学、小松野正彦、松本 繁、前田日出夫、中島祐爾、

く、もう少し掘り下げた報道の手法はないものでしょうか。報道の

小畑成司、佐野 茂、内田信行、山田公也、村瀬直久、永野昭一、

目的とは何でしょうか。
私たち視聴者や購読者の無責任な興味本位な視点をくすぐることで

熊本平成ＲＣ創立 30

松本一也、宮川義行

6月

はありません。私も若い頃ですが、とある所でインタビューを受け

6 月 15 日（土）地区会員増強セミナー

大分県

中津市教育福祉

中津市

センター

松本一也

たことがあります。地元の新聞社でした。素直に質問には答えまし
た。名前や職業などは掲載しないという約束にも関わらず、無断で
掲載され、回答内容も変更されていて実にいやな思いをしたことが

−１−

6 月 29 日（土） 地区ローターアクト
30 日（日）

研修会

熊本県
阿蘇市

かんぽの宿 阿蘇

宮川義行

■規定審議会の件（佐野 茂 )

■ロータリー情報の時間
（ロータリー情報担当 佐野 茂 )

2019 規定審議会速報
卓話と同じ内容（2019 規定審議会速報）
2019 規定審議会が 4 月 14 日から 18 日まで、アメリカイリノ
イ州シカゴにおいて開催されました。規定審議会の提出制定案は、

■委員会報告

国際ロータリー定款、細則およびロータリークラブ定款に関するも

（青少年奉仕担当 宮川義行 )

ので、
総数 117 件でこのうち採択になったものが全体で 47 件です。
このうち、私共に直接関係のあるロ−タリークラブ定款関連が 39

・熊本東南ＲＡＣ ５月第１例会参加報告
５月１９日（日）１０：００〜 清水公民館
「ミサンガとレジンを使ったブレスレット作り」
・熊本東南ＲＡＣ ５月第２例会案内
５月２７日（月）１９：００〜 ふれあい文化センター
「アイシングクッキー作り」

件でそのうち採択になったものが 10 件です。
今後この 10 件について内容を紹介し、その後全体で関連のある
ものを説明してまいりたいと思います。
19-18 会員身分に関する規定を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する。
第 4 条 クラブの会員身分
４.070．会員身分の制約

■出席報告

細則第 2.030．節の規定にかかわらず、いかなるクラブも、RI 加盟
年月日に関係なく、定款その他の規定によって、性別、人種、皮膚

（出席・プログラム担当委員 福井 学 )

の色、信条、国籍 , または性的指向に基づき会員身分を制約するこ
月日

会員数 出席者数

44
05 月 08 日 （免 4）
40
44
05 月 22 日 （免 3）
41
☆退
会
☆出席免除
05 月 08 日 住江正治
05 月 15 日 住江正治

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

35

87.50

と、もしくは RI 定款、または細則に明白に規定されていない会員
身分の条件を課すことは出来ない。本細則本節の規定に反するクラ
ブ定款のいかなる規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効と

33

し、効力はないものとする。各クラブは、多様性を推進するような
均衡の取れた会員構成を構築するよう努めるものとする。

34

82.93
趣旨および効果
RI 細則ではロータリーの会員が多様な背景を持つことを保証し、
ロータリーは性別、人種、皮膚の色、信条、国籍、または性的指

島村徹男
島村徹男

鷲山法雲
鷲山法雲

向に関わらず会員の利害を保護するために多様性を受け入れている

河岸彦治

が、この方針はクラブによって積極的に保証される必要がある。組
織規定文書およびロータリーの内部方針はこの点に関しては明確に

☆欠席者（5 名）
05 月 08 日 古田哲朗 西村陽介
岡本千代門

しているが、実際の現場では不十分な点が多い。そのため、多様性
山本浩之

今度の 100% 出席の日は

山坂哲生

の採用と奨励は、対象を指定した測定可能な実施戦略を通じて対応
する必要がある。
19-22 クラブ会長の任期を改正する件

5 月 29 日です。

標準ロータリー定款を次のように改正する。
第 13 条 理事および役員および委員会

■スマイル報告

第 5 節―役員の選挙。

（親睦・スマイル担当委員 井村宣敏 )

（b）会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、就任する
日の直前 18 か月以上 2 年以内に選挙されるものとし、選挙され

◎中島祐爾 5,000 円
熊本ロータリークラブ 木下さんの来訪を歓迎してスマイルします。

る時点から会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、

◎宮川義行 5,000 円
今月は青少年奉仕月間で、ローターアクトの会員増強に向けての
ご協力をお願いしてまいりました。奨学生の靖清もアクト活動へ
の参加を考えてくれています。皆様のご協力をよろしくお願いし
ます。先週の土曜は大荒れの天候でした。伊丹から熊本空港に向
かった夕方、天候不良で着陸できませんでした。二度チャレンジ
しましたが急上昇急降下を繰り返し、あきらめて福岡空港に向か
いました。墜落を覚悟した乗客も多かったと思います。他の便も
同じだったそうです。欠航の判断をした航空会社が賢明だったと

間、または後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職

趣旨および効果

思いました。

19-24 クラブの年次会合において予算と年次報告の発表を求める件

会長として就任する前の年度の 7 月 1 日に、会長エレクトの役
職名が与えられるものとする。会長は、7 月１日に就任し、１年
務にあたるものとする。後任者がしかるべく選挙されなかった場
合、現職の会長の任務を 1 年に限り延長するものとする。

クラブ会長に空席が生じた場合、現職の会長が無期限でその役職に
とどまることを強制されるべきでない。そのため、会長の任期を、
就任初日から最大 2 年間に制限することを提案する。

−２−

標準ロータリークラブ定款を次のように改正する。

長と理事会に提出するものとする。この報告書には、財務諸表と

第 8 条 会合

監査済みまたは検査済みの会計報告を添付するものとし、これら

第 2 節―年次総会

は、本クラブの年次総会に向けた報告書に含まれる。また、本ク

(a) 役員を選挙するため、収入と支出を含む年間予算を発表するた

ラブからの要請に応じて、その他の報告書を随時提出する。

め、および年次報告を発表するための年次総会は、細則の定める
ところに従い、
毎年 12 月 31 日までに開催されなければならない。

趣旨および効果
会計報告を監査ではなく検査するというロータリークラブと同じ柔

趣旨および効果

軟性を衛星クラブに与えようとするものである。衛星クラブは「監

ロータリークラブを活性化するには、年次会合を単なる役員選挙の

査」が必要であると規定しているが、これは過剰に厳格であると思

場として開催するのではなく、あらゆる団体の年次総会のような、

われる。特に RI の方針ではクラブと地区は監査を受けなければな

出席を必須とする年次クラブ会合に

らないという規定はない。

変更すべきである。ここで新会員を選出し、収入と支出を含む年間
19-30 例会と出席における柔軟性を認める規定を移動する件

予算と年次総合報告も発表する。

標準ロータリークラブ定款を次のように改正する。
19-26 クラブの名称または所在地域の変更の通告期間を延長する件

第 7 条例会と出席に関する規定の例外

標準ロータリー定款を次のように改正する

本定款の第 8 条第 1 節、第 12 条、第 15 条第 4 節に従わない規定

第 22 条 改正

または要件を細則に含めることができる。そのような規定または要

第 2 節―第 2 条と第 4 条の改正。定款の第 2 条（名称）および第

件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、ク

4 条（クラブの所在地域）は、定足数を満たした数の会員が出席し

ラブは少なくとも月に 2 回、例会を行わなければならない。

た本クラブの例会においていつでも、出席している全投票会員の最

および第 8 条

低 3 分の 2 の賛成投票によって、改正することができる。ただし、

第 8 第 7 条会合

当該改正案の通告が、これを議する例会の少なくとも 1021 日前に

第 1 節―例会。[ 本節の規定への例外は第 7 条を参照のこと ]
（e）例外。第 7 条に従わない規定または要件を細則に含めること

各会員およびガバナーに郵送されなければならない。

ができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の規
趣旨および効果

定または要件に優先する。ただし、
クラブは少なくとも月に 2 回、

ロータリークラブは何らかの方法で月に最低 2 回の例会を開けば

例会を行わなければならない。

よいところまで例会の回数を減らすことを選択できることになって
趣旨および効果

いるため、改正案の会員への通告期間を延長すべきである。

2016 年規定審議会決定による標準ロータリークラブ定款において
「第 7 条例会と出席に関する規定の例外」を強調し、それぞれの柔

19-28 クラブの所在地域に関する規定を改正する件
国際ロータリー細則を次のように改正する。

軟性を表現したかったのと推測するが、
「第 7 条」が後に出現する

第 2 条 国際ロータリーの加盟会員

条文・条項に対していくつも飛んで指示しているため非常に読みに

2.020. クラブの所在地域

くい。これを解決するため、第７条を削除し、例外規定要件部分を

新クラブの結成に必要な最低数の職業分類が存在する地域がある場

各条各項ごとに記載すると理解しやすいと思われる。

合、そこに 1 つのクラブを結成することができる。1 つ以上の他の
クラブが既に存在する同じ地域にも、クラブを結成することができ

19-35 欠席のメークアップに関する規定を改正する件

る。参加型の主にオンラインで活動をするクラブの所在地域は、全

標準ロータリークラブ定款を次のように改正する

世界とするか、または、クラブ理事会の決定する通りとするものと

(a) 例会の前後 14 日間。同年度内。例会の定例の時の前 14 日また
は後 14 日同年度以内に、会員が 14 日以上にわたり海外で旅行

する。

している場合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは衛星クラブ
趣旨および効果

の例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。こ

組織規定文書委員会は最低数の職業分類が存在する地域にクラブ

のような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップ

を結成すべきであると RI 細則に規定する必要はないと考えている。

として有効とみなされる。

本制定案はそのため第 1 文を削除している。残りの 2 文に対する
変更は、言葉遣いを現代的に合理化するためのものであり、文意を

趣旨および効果

変更するものではない。

クラブは、年度を通じて、シンプルな表を使って出席のメークアッ
プを手早く記録できる。また、大半のクラブで 1 ヵ月あたり複数

19-29 衛星クラブの報告手続を改正する件

回のメークアップの機会を設けているが、特別な活動の機会に参加

標準ロータリークラブ定款を次のように改正する

する会員が、そのような機会が少ない時期に備えて出席（参加）を

第 13 条 理事および役員および委員会

蓄えておけることは至極公平なことである。

第 6 節―本クラブの衛星クラブの組織運営（該当する場合）
。衛星
クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものと

19-37 クラブの会員身分に関する規定を改正する件

する。

国際ロータリー細則を次のように改正する

（c）衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、
クラブの活動およびプログラムに関する報告書を、本クラブの会

第 4 条クラブの会員身分
4,060. 公職

−３−

一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職
の職業分類の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとす
る。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職する者、また
は裁判官に選出もしくは任命された者には適用されない。会員で一
定の任期を持った公職に選出もしくは任命された者は、その公職に

るまでの短期間の移行的形態です。
これにより、正規のロータリークラブ設立に必要な最低 20 名の
創立会員がいなくても、衛星クラブを通じてロータリアンとな
る機会が与えられます。また、例会を欠席したロータリアンは、
衛星クラブの例会でメークアップすることができます。

在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持
衛星クラブを設立するための申請はどのように行いますか？
スポンサークラブの会長が設立申請書をクラブ・地区支援室ま
で送ります。

することが出来る。
4,080.RI の職員
クラブは、RI に雇用されている人を会員として保持できる。
趣旨および効果
組織規定文書審趣査委員会は、上記項目は RI 細則および標準ロー
タリークラブ定款に記載する必要がないと感じた。RI の職員に関
する項目は任意事項であり、公職に就いている人は以前の職業分類
の下に、引き続きロータリアンとして身分を保持することができる。
19-39 クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する件
国際ロータリー定款を次のように改正する。
第 5 条 会員
第 2 節―クラブの構成。
（a）クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、
事業、専門職務、職業上および（または）地域社会でよい評判を

衛星クラブの会員数に上限や下限がありますか？
標準ロータリークラブ定款第 13 条第 6 節（b）の条件を満たす
ため、衛星クラブは設立時に少なくとも 8 名の会員を有してい
る必要があります。会員数の上限はありません。
スポンサークラブの最低会員数の決まりはありますか？
いいえ。会員数 20 名未満のクラブも、衛星クラブを設立してス
ポンサークラブとなることができます。
衛星クラブのスポンサークラブは、新クラブのスポンサークラ
ブと同じですか？
いいえ。新クラブのスポンサークラブとは、役割と責務が異な
ります。

受けており、地域社会および（または）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。
(b) 各クラブは、一事業、一専門職務、一職業、または一種類の社
会奉仕、またはその他の職業分類に偏らないバランスの取れた会
員構成を有しなければならない。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
員がクラブ正会員の 10 パーセントを超えない限り、その職業分
類の下に正会員を選出することができる。引退した会員は、その
職業分類に属する会員総数に含めないものとする。選出によって
クラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになって

弱体化している既存のクラブが衛星クラブとなり、加盟認証状
と歴史的記録を保持することはできますか？
弱体化しているクラブの会員が衛星クラブとなることを希望す
る場合、一度終結手続を取る必要があります。その後、新たに
衛星クラブとして申請し、スポンサークラブの会員となること
ができます。ただし、衛星クラブは弱体化したクラブの強化を
目的とするものではありません。追加支援を必要とするクラブ
には、成功しているほかのクラブをガバナーが紹介するか、ガ
バナーから任命された特別代表が弱体クラブの指導に当たるの
が最善です。

も、クラブの移籍会員または元クラブ会員、または理事会によっ
て定義されたローターアクターまたはロータリー学友の職業分類
は、正会員として選ばれることを妨げ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
が出来る。
趣旨および効果
本制定案は、職業分類に関する組織規定文書の言葉遣いを現代的に
し、会員の多様性という概念を強化しょうとするものである。本提
案は、
「専門職務」とは異なる職業を持つ会員もいることを反映す
るため、
「職業」という語を追加する。また、現行の職業分類の制
限も廃止する。こうした変更によって、クラブが会員構成において
柔軟性を保つことが出来ると思われる

■点鐘
編集者

松岡泰光

ロータリー衛星クラブ（Rotary Satellite Clubs）
「衛星クラブ」とは何ですか？
衛星クラブとは、ロータリークラブ設立のための手段のひとつ
です。衛星クラブは、本格的な独立したロータリークラブとな

ローターアクトクラブが本格的なロータリークラブとなるまで
の移行的形態として、衛星クラブになることはできますか？
はい。ローターアクトクラブの全会員または一部会員が、衛星
クラブをつくったり、衛星クラブに入会
することができます。
衛星クラブはどのように命名されますか？
衛星クラブの名称は、スポンサークラブと同じ名称に識別語句
を追加したものとなります。以下はその例です：
スポンサークラブと衛星クラブが違う時間に例会を開く場合：
スポンサークラブ：バンコクノース・ロータリークラブ
衛星クラブ：
バンコクノース・イブニング・ロータリー衛星クラブ
スポンサークラブと衛星クラブが違う場所で例会を開く場合：
スポンサークラブ：シカゴレイクビュー・ロータリークラブ
衛星クラブ：
シカゴレイクビュー・ブロードウェイ・ロータリー衛星クラブ
衛星クラブの名称変更はどのように行いますか？
スポンサークラブまたは衛星クラブが、RI クラブ・地区支援室
に連絡します。クラブ・地区支援室職員が、スポンサークラブ
会長および衛星クラブ議長と書面にて名称変更の確認を行いま
す。両者が同意しない限り、名称は変更されません。
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