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東金ロータリークラブ 

会 員 写 真 名 簿 

 

 大坪 成彬 生年月日 1935年 3月26日 
Nariaki Otsubo 入会年月日 1970年 7月 6日 
【ゴルフ場】ゴルフクラブ 
会社名 株式会社 新千葉カントリー倶楽部 会長 
住所 〒283-0001 千葉県東金市家之子2177 
ＴＥＬ 0475-52-4341 ＦＡＸ 0475-52-4348 

 

 菅原 實 生年月日 1940年 1月17日 
Minoru Sugahara 入会年月日 1978年11月 7日 
【美術工 すべて手づくりによるオリジナルガラス 
会社名 菅原工芸硝子株式会社 代表取締役 
住所 〒273-0036 船橋市東中山2-7-10 
ＴＥＬ 0475-54-1441ＦＡＸ 0475-54-1443 

 

 高山 友二 生年月日 1926年10月11日 
Tomoji Takayama 入会年月日 1980年 9月16日 
【税理士】 税理士業務 行政書士業務 生・損保代理店業務 
会社名 高山会計事務所 代表 
住所 〒２８３- ００６８ 東金市東岩崎１７- ９ 
ＴＥＬ 0475-52-2833 ＦＡＸ 0475-54-3315 

 

 安藤 昇一 生年月日 1936年 2月23日 
Shoichi Ando 入会年月日 1983年10月18日 
【石油事 新エネルギー・ガソリン・ＬＰガス 
会社名 株式会社 安藤 代表取締役 
住所 〒283-0802 東金市東金1010 
ＴＥＬ 0475-52-2171ＦＡＸ 0475-55-0607
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 秋葉 芳秀 生年月日 1949年 7月 8日 
Yoshihide Akiba 入会年月日 1985年 4月 2日 
【税理士】 税理士業務一般 会計指導業務 アドバイザー業務 
会社名 秋葉会計事務所 所長 
住所 〒299-3251 大網白里町大網640 番地4 
ＴＥＬ 0475-72-2183 ＦＡＸ 0475-70-1063 

 

 安藤 正義 生年月日 1941年12月18日 
Masayoshi Ando 入会年月日 1989年 1月10日 
【税理士】 税理士事務所 
会社名 安藤正義税理士事務所 代表 
住所 〒299-3237 大網白里町仏島91 
ＴＥＬ 0475-72-3447 ＦＡＸ 0475-72-8535 

 

 
 

並木 孝治 生年月日 1951年 8月 5日 
Koji Namiki 入会年月日 1992年 3月31日 
【保険代理業】損害保険・生命保険の販売 
会社名 東金保険事務所 代表 
住所 〒283-0068 東金市東岩崎26-26 
ＴＥＬ 0475-55-0770 ＦＡＸ 0475-55-6661

 

 長尾 邦俊 生年月日 1951年 9月21日 
Kunitoshi Nagao 入会年月日 2000年10月 3日 
【宗教】 浄土真宗大谷派 
会社名 即随寺 住職 
住所 〒283-0012 東金市下武射田２３５９ 
ＴＥＬ 0475-58-3146 ＦＡＸ 0475-58-2211 

 

 鈴木 康道 生年月日 1941年12月13日 
Yasumichi Suzuki 入会年月日 2002年 7月 1日 
【儀式場】 葬儀全般請負 
会社名 株式会社 松半 代表 
住所 〒283-0005 東金市田間91 
ＴＥＬ 0475-52-4665 ＦＡＸ 0475-55-2527 
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平間 陸生 生年月日 1939年 8月17日 
Rikuo Hirama 入会年月日 2002年 7月 1日 
【介護施
設】 

老人福祉事業として施設サービス・在宅サービスを提供 

会社名 社会福祉法人清規会 特別養護老人ホーム芙蓉荘 施設長 
住所 〒283-0001 東金市家之子2010 
ＴＥＬ 0475-55-5700 ＦＡＸ 0475-55-5738 

 

 小林 信雄 生年月日 1934年 6月12日 
Nobuo Kobayashi 入会年月日 2003年 1月 7日 
【大学】 教育 
会社名 拓殖大学 名誉教授 
住所 〒283-0001 東金市家之子326 
ＴＥＬ 0475-54-1304 ＦＡＸ 0475-54-1304 

 

 小久保良行 生年月日 1957年12月22日 
Yoshiyuki Kokubo 入会年月日 2007年 7月 3日 
【大学】 大学教育 
会社名 城西国際大学 事務局長 
住所 〒283-0041 東金市求名1 番地 
ＴＥＬ 0475-55-8800 ＦＡＸ 0475-55-8811 

 

 高橋 邦夫 生年月日 1960年11月 4日 
Kunio Takahashi 入会年月日 2007年 7月 3日 
【高等学校】高等学校（普通科） 学校法人 高橋学園 
会社名 学校法人高橋学園 千葉学芸高等学校 理事長・校長 
住所 〒283-0005 東金市田間1999 番地 
ＴＥＬ 0475-52-1161 ＦＡＸ 0475-52-1163 

 

 古川 秀夫 生年月日 1943年11月23日 
Hideo Furukawa 入会年月日 2008年 7月 1日 (再) 
【運送業】 貨物運送事業 
会社名 古川運送株式会社 代表取締役社長 
住所 〒283-0031 東金市薄島338-1 
ＴＥＬ 0475-58-5733 ＦＡＸ 0475-58-5913 
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 岡本 秀男 生年月日 1947年 6月 1日 
Hideo Okamoto 入会年月日 2008年10月 7日 
【インテリア】室内装飾業 
会社名 株式会社 アートブレイン 代表取締役 
住所 〒283-0814 東金市田中５７－１ 
ＴＥＬ 0475-52-2936ＦＡＸ ＴＥＬ 

 

 中村 隆則 生年月日 1939年10月29日 
Takanori Nakamura 入会年月日 2009年 7月 3日 
【物流業務】 物流業務 
会社名 南総通運株式会社 代表取締役社長 
住所 東金市東金５８７の６ 
ＴＥＬ 0475-54-3581ＦＡＸ 0475-54-3586

 

 吹野 友雄 生年月日 1949年10月25日 
Tomoo Fukino 入会年月日 2010年12月31日 
【商工会議所】地域の総合経済団体 
会社名 東金商工会議所 専務理事 
住所 〒283-0068 東金市東岩崎1-5 
ＴＥＬ 0475-52-1101ＦＡＸ 0475-52-1105

 

 野口 雅子 生年月日 1955年10月12日 
Masako Noguchi 入会年月日 2012年 1月12日 
【建築】 建築 環境保全装置・資材 
会社名 野口建材株式会社 取締役 
住所 〒283-0005 東金市田間2005 
ＴＥＬ 0475-54-1261 ＦＡＸ 0475-54-1262

 

 原島 和雄 生年月日 1948年 6月17日 
Kazuo Harashima 入会年月日 2012年 7月 3日 
【不動産】 不動産販売 
会社名 株式会社住センター21 代表取締役 
住所 〒283-0062 東金市家徳667-39 
ＴＥＬ 0475-58-5411 ＦＡＸ 0475-58-5742

  



54  東金ロータリークラブ活動計画書   2014～2015
 

54 Togane Rotary Club      Rotary International, District 2790, Chiba, Japan.      
 

 
 塚瀬 一夫 生年月日 1950年 7月 2日 

Kazuo Tsukase 入会年月日 2012年 7月 3日 
【ビル管理】 ビル管理 清掃 
会社名 有限会社京葉産業 取締役 
住所 〒283-0002 東金市求名１ 
ＴＥＬ 0475-55-1371 ＦＡＸ 0475-55-0968

 

 渡邉 直樹 生年月日 1950年12月27日 
Naoki Watanabe 入会年月日 2012年 7月 3日 
【造園業】 植木販売 
会社名 ナオキ緑化 代表 
住所 〒283-0046 東金市上谷150 
ＴＥＬ 0475-52-5385 ＦＡＸ 0475-52-5385

 

 渋谷 章男 生年月日 1964年 2月18日 
Fumio Shibuya 入会年月日 2014年 8月19日 
【銀行】 地方銀行 
会社名 株式会社千葉銀行東金支店 支店長 
住所 〒283-0068 東金市東岩崎15-1 
ＴＥＬ 0475-54-1151 ＦＡＸ 0475-52-4154
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【事務局】 

 土濃塚 雅代 生年月日 1971年 2月25日 
Masayo Tonozuka 入会年月日  
【事務局】  
会社名 東金ロータリークラブ事務局 
住所 〒283-0068 東金市東岩崎1-5 
ＴＥＬ 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-52-1105 

 

 鈴木 君江 生年月日 1941年 5月 6日 
Kimie Suzuki 入会年月日  
【事務局】  
会社名 東金ロータリークラブ事務局 
住所 〒283-0005 東金市田間1400-16 
ＴＥＬ 0475-52-3767ＦＡＸ  
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2013～14年度 活動記録 
2013年度幹事 吹野 友雄 

 

2013～2014（平成 25～26年） 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

   ＲＩ会長 ロン D. バートン氏 

会長 岡本 秀男 

 

平成 25年 7月 1日～平成 26年 6月 30日 東金ロータリークラブ幹事 吹野 友雄 

 

年月日 行    事 

2013年 

7月 1日 

 

7月 2日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9日 

 

 

 

 

16日 

 

 

23日 

 

 

７月ロータリーレート 1$=102円。正会員数 22名。名誉会員 0名, 事務局 2

名。 

第１回理事会 11：30～12：15 

第 2605回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱「君が代」・ロータリーソング「奉仕の

理想」・四つのテスト 

・ 会長交代式 岡本秀男会長 ・新旧会長・幹事

引継ぎ 

・ 地区委員委嘱（地区監査委員：秋葉芳秀会員、ガバナー補佐：小林信雄会

員） 

・ 委員会委嘱状交付 

・ 誕生祝い（塚瀬一夫会員、秋葉芳秀会員） 

・ 米山奨学金授与 尹閑羅 ユン・ハンナ奨学生

（城西国際大学大学院） 

第 2606回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「我等の生業」・四つのテスト 

・ 土屋利夫地区カバナー補佐来訪 

・ 委員会報告（職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、会員増強委員会） 

・ 東金ビューロータリークラブより、嘉瀬尚男会長、堤正弘幹事来訪 

第 2607回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 委嘱状伝達 

第 2608回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 
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30日 

 

 

 

8月 6日 

 

 

 

 

 

17日 

 

20日 

 

 

 

25日 

27日 

 

 

 

9月 1日 

3日 

 

 

 

 

 

7日 

10日 

 

 

 

 

17日 

 

・ 関口徳雄地区ガバナー、土屋利夫地区ガバナー補佐 公式訪問 

・ 卓話：国際ロータリー第 2790 地区 関口徳雄ガバナー 

第 2609回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「ROTARY」・四つのテスト 

・ 委員会報告（SAA、ロータリー財団委員会、米山奨学会委員会、親睦委員

会、研修委員会） 

第 2回理事会 11：30～12：15 

第 2610回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 委員会報告（卓話プロジェクト、社会奉仕委員会） 

・ 誕生祝い（並木孝治会員、平間陸生会員、川戸信彦事務局） 

・ 卓話：並木孝治会員 

社会奉仕委員会 やっさフェスティバル清掃 20時 30分商工会館１階 

慰労会（21：00～ 十文字） 

第 2611回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 委員会報告（社会奉仕委員会、クラブ奉仕委員会、親睦委員会） 

・ 卓話：鈴木康道会員 

クラブ米山記念奨学委員長セミナー 参加 

第 2612回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 委員会報告（米山奨学会委員会） 

・ 卓話：安藤昇一会員 

ロータリー情報研究会 参加 

第 3回理事会 11：30～12：15 

第 2613回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 奨学金授与：ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 委員会報告（情報研究会） 

・ 卓話：東金警察署長 山田耕作様 

Dゾーン職業奉仕セミナー 参加 

第 2614回 創立 54周年記念例会 18：00点鐘  

場所：新千葉カントリークラブ あさぎりレストハウス
・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 東金ビューロータリークラブ会長嘉瀬尚男様来訪 

・ アトラクション：マジックショー（原島和雄会員） 

第 6分区第 2回会長幹事会 出席 

第 2615回例会 12：30点鐘 場所：例会場 
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24日 

 

 

 

10月 1日 

 

 

 

 

 

 

6～7日 

8日 

 

 

 

15～16日 

 

 

 

 

 

22日 

 

 

 

 

29日 

 

 

 

11月 5日 

 

 

 

 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 卓話：東金税務署長 古賀新二様 

第 2616回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 委員会報告（職業奉仕委員会、ロータリー財団委員会） 

・ 卓話：原島和雄会員 

第 4回理事会 11：30～12：15 

第 2617回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 誕生祝い（高山友二会員、野口雅子会員、吹野友雄会員、中村隆則会員） 

・ 結婚祝い（野口雅子会員、並木孝治会員） 

・ 米山奨学金授与：ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 卓話：元東金ロータリークラブ会員 小林清益様  

米山梅吉記念研修探訪旅行（ユン・ハンナ奨学生、小林信雄会員） 

第 2618回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「我等の生業」・四つのテスト 

・ 委員会報告（米山奨学会委員会） 

・ 卓話：城西国際大学国際人文学部 飯倉章教授 

第 2619回京都移動例会  

参加者： 

長尾邦俊職業奉仕委員、平間陸生職業奉仕
委員長、鈴木康道管理運営委員長、古川秀
夫クラブ奉仕委員長、高橋邦夫ノミニー、
野口雅子親睦委員長 

第 2620回例会 12：30点鐘  

場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 京都移動例会の感想発表 

・ 卓話：菅原實会員「九十九里自動車教習所 50 周年」 

第 2621回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「ROTARY」・四つのテスト 

・ 委員会報告（社会奉仕委員会） 

・ 卓話：高山友二会員 

第 5回理事会 11：30～12：15 

第 2622回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（高橋邦夫会員、高橋正会員、大坪成彬会員、鈴木康道会員、鈴

木君江事務局） 
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9～10日 

10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19日 

 

 

 

26日 

 

 

 

 

28日 

30日 

 

 

 

 

 

 

12月 3日 

 

・ 誕生祝い（高橋邦夫会員、古川秀夫会員） 

・ 米山奨学金授与 ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 卓話：安藤正義会員 

2790地区地区大会大会本会議 出席（東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート）
第 2623回例会（地区大会） 9：30点鐘  

場所：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の

理想」 

・ 物故会員追悼 

・ RI 会長メッセージ 張順立 RI 会長

代理 

・ 大会決議採択報告 

・ 来賓祝辞 浦安市長 松崎秀樹様 

・ 祝電披露・個人表彰・米山記念奨学生紹介 

・ 吹奏楽演奏：東海大学付属浦安高等学校・中学校 

・ 元青少年交換学生紹介 

・ 記念講演：東国原英夫氏 「ピンチをチャンスに！」 

・ ガバナーエレクト挨拶：千葉幕張ロータリークラブ 宇佐美 透様 

・ 次年度地区大会ホストクラブ挨拶：能勢 大弘会長 

第 2624回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 委員会報告（卓話担当） 

・ 卓話：城西国際大学国際人文学部 栗木レタンギエップ教授 

第 2625回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 目黒ロータリークラブ 真野 浩様、NPO 法人かものはしプロジェクト

竹内しおり様 来訪 

・ 卓話：NPO 法人かものはしプロジェクト 山元 圭太様 

夫人の会との交流会（八鶴亭） 

奉仕活動 

（東金市役所・東金駅周辺のゴミ拾い） 

 

 

 

 

 

第６回理事会 11：30～12：15 

第 2626回例会 12：30点鐘 場所：例会場 
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10日 

 

 

 

17日 

 

 

 

 

24日 

 

 

 

1月 9日 

 

 

 

14日 

 

 

 

 

 

 

 

 

21日 

 

 

 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（岡本秀男会長、高山友二会員） 

・ 誕生祝い（鈴木康道会員、小久保良行会員、渡邉直樹会員、安藤正義会員、

梅室政司事務局） 

・ 米山奨学金授与：ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 委員会報告（小さな親切運動「クリーン作成」参加報告） 

・ 卓話：城西国際大学 TV ステーション所長クロスメディアコース 

映像分野担当江口 正教授 

第 2627回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「我等の生業」・四つのテスト 

・ フィリピン台風災害支援義援金への協力 

・ クラブ協議会の開催 

第 2628回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 委員会報告（会長エレクト） 

・ 卓話：城西国際大学薬学部 関根利一教授 

第 6分区会長幹事会 出席 

第 2629回移動例会 12：30点鐘 場所：かくじゅう 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 委員会報告（会長エレクト） 

・ 事務局退任挨拶：梅室政司事務局 

第 2630回新年合同例会 19：00点鐘 場所：八鶴亭 

東金ビューロータリークラブとの合同例会 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 懇親会 

第 7回理事会 

2631回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「我等の生業」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（古川秀夫会員、塚瀬一夫会員、渡邉直樹会員、川戸信彦事務

局） 

・ 誕生祝い（岡本秀男会長、菅原實会員） 

・ 米山奨学金授与：ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 委員会報告（会長エレクト） 

・ 卓話：高橋邦夫会員 

第 2632回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 委員会報告（会長エレクト） 

・ 卓話：城西国際大学水田美術館 堀内瑞子学芸員 
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28日 

 

 

 

2月 4日 

 

 

 

 

13日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25日 

 

 

 

 

 

 

3月 4日 

 

 

 

 

 

 

 

11日 

13日 

「浮世絵にいる江戸の二大享楽～吉原と歌舞伎」 

第 2633回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 委員会報告（職業奉仕委員会、親睦活動委員会、米山奨学会委員会） 

・ 卓話：岡本秀男会長 「中小企業における社長の役割」 

第 8回理事会 

第 2634回移動例会 新春歌舞伎鑑賞 

 歌舞伎座 二月花形歌舞伎 「心謎解色糸」 

 参加人数：40名（会員・夫人の会） 

地区補助金管理セミナー 出席 

第 2635回移動例会  

2013～2014年度第 6分区 インターシティミーティング 

会場：いすみ市大原文化センター 

 参加人数：9名 

・ リーダー講和「ロータリーからの贈り物」 

RI 第 2790 地区 PDG 研修委員 白鳥政孝様 

・ 特別講演会「世界へ羽ばたく 日本女性」 石川正徳様 

・ 直前ガバナー補佐感謝状贈呈・挨拶 

・ 次年度ガバナー補佐紹介・挨拶 

・ 小林直前ガバナー補佐挨拶 

・大懇親会 

第 2636回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（小林信雄会員、吹野友雄会員、安藤正義会員、菅原實会員、秋

葉芳秀会員、原島和雄会員） 

・ 誕生祝い（安藤昇一会員） 

・ 米山奨学金授与：ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 卓話：野口雅子会員 

第 9回理事会 

第 2637回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（安藤昇一会員、平間陸生会員） 

・ 誕生祝い（大坪成彬会員、高橋正会員） 

・ 米山奨学金授与：ユン・ハンナ奨学生（城西国際大学大学院） 

・ 卓話：大網ロータリークラブ会員 四之宮由己様「スリランカ里子訪

問」 

第 6分区会長幹事会 

第 2638回移動例会 13：00点鍾  

小林直前ガバナー
補佐へ感謝状贈呈
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18日 

 

 

 

25日 

 

 

 

 

4月 1日 

 

 

 

8日 

 

 

17日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東千葉メディカルセンター開院前の視察 

 

第 2639回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ クラブ協議会 

炉辺会議（18：00～ プレジール） 

第 2640回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 卓話：東金市建設経済部 部長 椎名敏明様 

東金市建設経済部 産業振興課長 今関貞夫様 

「みのりの郷東金 概要説明」 

第 10回理事会 

第 2641回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 卓話：渡邉直樹会員 

第 2642回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「我等の生業」・四つのテスト 

・ クラブ協議会 

第 2643回例会 18：00点鐘 場所：あづま庵（横芝光町） 

成田空港南ロータリークラブとの親睦ゴルフ大会（カレドニアン・ゴルフク
ラブ）・合同例会ならびに懇親会 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 会長挨拶：古西弘和 成田空谷南ロータリークラブ会長 

     岡本秀男 東金ロータリークラブ会長 

・ 幹事報告：秋葉講一 成田空港南ロータリークラブ幹事 

     吹野友雄 東金ロータリークラブ幹事 

・ 次年度会長・幹事紹介 

・ 懇親会 
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22日 

 

 

 

28日 

29日 

 

5月 13日 

 

 

 

 

 

 

16日 

20日 

 

 

 

27日 

 

 

 

30日 

 

6月 2日 

 

 

 

 

3日 

 

 

 

 

 

 

10日 

第 2644回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 委員会報告 

・ 卓話：山武郡市広域行政組合中央消防署長／消防監 石川功夫様 

第 6分区大懇親会 

地区研修セミナー（アパホテル＆東京ベイ幕張ホール） 

・ 「100％財団の友会員クラブ」「毎年あなたも 100％弗を」受賞。 

第 11回理事会 

第 2645回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国会斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（安藤昇一副会長、長尾邦俊会員、中村隆則会員） 

・ 誕生祝い（安藤昇一副会長、鈴木君江事務局） 

・ 委員会報告 

・ 卓話：長尾邦俊会員 

第 6分区家族親睦ゴルフ大会・懇親会 参加 

第 2646回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「我等の生業」・四つのテスト 

・ 委員会報告 

・ 卓話：平間陸生会員「認知症について」 

第 2647回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 卓話：小林信雄会員「ひろがれ！人づくりの輪 ロータリー米山記念奨学

事業のいま」 

国際大会参加（5月 30日～6月 7日：オーストラリア、シドニーオリンピッ
クパーク）参加者：小林信雄会員、鈴木康道会員、野口雅子会員 

表敬訪問バナー交換 マルタ共和国バレッ
タ RC前会長ヘルマン・ザント氏＆マリア・
トリアンタフィロウ氏：高橋会長エレクト
（エストーレホテル） 

 

第 12回理事会 

第 2648回例会 12：30点鐘 場所：例会場 

・ 国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 結婚祝い（小久保良行会員） 

・ 誕生祝い（岡本秀男会長、原島秀夫会員、小林信雄会員） 

・ 委員会報告 

・ 卓話：原島和雄会員 

第 2649回例会 12：30点鐘 場所：例会場 
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12日 

13日 

 

14日 

 

17日 

 

 

 

 

20日 

24日 

 

 

 

 

 

30日 

・ ロータリーソング「奉仕の理想」・四つのテスト 

・ 国際大会報告：野口雅子会員（5 月 30 日～6 月 7 日：シドニー、ウルル） 

・ 委員会報告（職業奉仕委員会、クラブ奉仕委員会） 

・ 卓話：菅原實会員 

次年度親睦委員会（18：00～ 喜扇寿司） 

フェアウェル・チャリティパーティ（18：00～ ホテル ザ・マンハッタン）
会長出席 

市原ロータリークラブ 創立 50周年記念式典ならびに祝賀会 出席 

（ホテルニューオータニ幕張） 

第 2650回移動例会 18：30点鐘 場所：志津本 

・ ロータリーソング「手に手つないで」・四つのテスト 

・ 新旧役員交代および懇親会 

・ 委員会報告 

・ 懇親会 

第 6分区新旧会長・幹事会 

第 2651回例会 18：30点鐘 場所：例会場 

・ ロータリーソング「それでこそロータリー」・四つのテスト 

・ 委員会報告（社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、管理運営委員会、米山

記念奨学会委員会、地区広報公共イメージ委員会、ロータリー財団委員

会） 

・ 卓話：吹野友雄幹事 

高橋正会員退会（転勤）；会員数 21名 
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第６分区ＩＭ(インターシティ・ミーティング)の記録 
 
開 催 日 ガバナー リーダー ガバナー補佐 会  場 ホストクラブ

1965 (昭和 40) 1.16 神守源一郎 佐久間長太郎 内田収三（茂原） 茂原市内 茂原ＲＣ 

1966 (昭和 41) 3.3  武田 恒徳 永沼 正久 野口菊治（東金） 東金公民館 東金ＲＣ 

1967 (昭和 42) 3.18  松方 三郎 湯浅 恭三 佐藤 乾（大原） 県立大原高等学校 大原ＲＣ 

1968 (昭和 43) 1.26  川名 正義 松方 三郎 岡田正二（勝浦） 行川アイランド 勝浦ＲＣ 

1969 (昭和 44) 10.27  森田 勝彦 川名 正義 林  薫（茂原） 茂原市公民館 茂原ＲＣ 

1970 (昭和 45) 12.8  河野 秀夫 森田 勝彦 滝本義雄（東金） 東金公民館 東金ＲＣ 

1971 (昭和 46) 10.24  青山 幸高 川名 正義 丸島鉄男（銚子） 銚子少年文化会館 銚子ＲＣ 

1973 (昭和 48) 2.11  半田 利一 森田 勝彦 仲佐禎雄（大原） 九十九里センター 東金ＲＣ 

1974 (昭和 49) 2.7  藤代善次郎 半田 利一 小林允彦（大多喜） 茂原市本納公民館 茂原・八日市場

1975 (昭和 50) 2.9  野口長太郎 青山 幸高 早野・古川（東金） 銚子少年文化会館 銚子東ＲＣ

1976 (昭和 51) 4.14  岡野 正雄 野口 長太郎 松本君雄（茂原） 大原中学校 大原・大多喜 

1977 (昭和 52) 3.10  赤木 諫夫 森田 勝彦 中村嘉昭（大原） 東金商工会館 東金ＲＣ 

1978 (昭和 53) 3.17  岩城・岡野 森田 勝彦 青柳金作（茂原） 茂原農協会館 茂原東ＲＣ

1979 (昭和 54) 4.10  鈴木 憲輔 赤木 諫夫 能勢 潔（東金） 茂原市中央公民館 茂原ＲＣ 

1980 (昭和 55) 2.7  斉藤 任 岡野 正雄 吉川 仁（大原） 大多喜町中央公民館 大原ＲＣ 

1981 (昭和 56) 2.17  平田 博永 岡野 正雄 古谷直人（茂原東） 東金商工会館 東金ＲＣ 

1982 (昭和 57) 2.18  寺田 欣一 岡野 正雄 岡沢 明（茂原） 笠森保養センター 茂原ＲＣ 

1983 (昭和 58) 2.15  織戸 勝雄 斉藤 任 並木保太郎（東金） 東金商工会館 東金ＲＣ 

1984 (昭和 59) 2.18  小原 美紀 青山 幸高 百瀬秋夫（大原） 大原町庁舎 大原ＲＣ 

1985 (昭和 60) 2.19  茂木佐平治 青山 幸高 鶴岡孝人（大多喜） 大多喜町中央公民館 大多喜ＲＣ

1986 (昭和 61) 2.13  佐川 一元 茂木 佐平治 黒田 実（茂原） 笠森保養センター 茂原ＲＣ 

1987 (昭和 62) 2.25  黒田 実 茂木 佐平治 竹内忠徳（茂原東） 茂原平安閣 茂原東ＲＣ

1988 (昭和 63) 2.9  斎藤 博 小原 美紀 南部 裕（東金） 東金文化会館 東金ＲＣ 

1989 （平成元） 2.18  土屋 亮平 小原 美紀 大矢惣一郎（大原） 大原町庁舎 大原ＲＣ 

1990 （平成２） 2.16  島 和弘 斎藤 博 林 正克（大多喜） 大多喜町中央公民館 大多喜ＲＣ

1991 （平成３） 2.15  平塚新兵衛 島 和弘 和田為太郎（茂原） ライフピア茂原平安閣 茂原ＲＣ 

1992 （平成４） 2.12  土屋 秀雄 土屋 亮平 牧野 羊（茂原東） ライフピア茂原平安閣 茂原ＲＣ 

1993 （平成５） 2.16  南部 裕 平塚 新兵衛 小川孝三郎（東金） 東金文化会館 東金ＲＣ 

1994 （平成６） 2.80  越部平八郎 土屋 秀雄 三浦規雄（大多喜） 夷隅町文化会館 大多喜ＲＣ

1995 （平成７） 2.17  大矢惣一郎 斎藤 博 今関公夫（大原） そとぼう国民保養センター 大原ＲＣ 
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開 催 日 ガバナー リーダー ガバナー補佐 会  場 ホストクラブ

1996 （平成８） 2.15 石井亮太郎 土屋 亮平 渡辺 晃（横芝） 横芝町文化会館 横芝ＲＣ 

1997 （平成９） 2.13 長島 洋三 越部 平八
郎 塚原長俊（茂原） プラザヘイアン茂原 茂原ＲＣ 

1998 （平成１０） 2.18 平山 金吾 石井 亮太
郎 中村 豊（茂原東） プラザヘイアン茂原 茂原東ＲＣ

1999 （平成１１） 2.9 渡邉 隆 平山 金吾 高橋美光（東金） 東金文化会館 東金ＲＣ 

2000 （平成１２） 2.8 北原 敬市 長島 洋三 露崎春夫（大原） 大原町文化センター 大原ＲＣ 

2001 （平成１３） 2.6 秋元 秀夫 北原 敬市 星野滋雄（茂原中央） ユートピア笠森 茂原中央ＲＣ

2002 （平成１４） 2.19 鈴木 雅博 大矢惣一郎 椎名鐐一朗（横芝） 横芝町文化会館 横芝ＲＣ 

2003 （平成１５） 2.6 森島 庸吉 秋元 秀夫 杉木禱夫（茂原） プラザヘイアン茂原 茂原東ＲＣ

2004 （平成１６） 2.17 増田 豁 鈴木 雅博 金杉雄幸（東金） 東金文化会館 東金ＲＣ 

2005 （平成１７） 2.17 杉木 禱夫 森島 庸吉 土屋雅蔵（大原） そとぼう国民保養センター 大原ＲＣ 

2006 （平成１８） 2.14 山中 義忠 増田 豁 宍倉一輔（大多喜） 大多喜城Ｃ．Ｃ 大多喜ＲＣ

2007 （平成１９） 2.20 白鳥 政孝 山中 義忠 菅井 直秀（横芝） 横芝光町文化会館 横芝ＲＣ 

2008 （平成２０） 2.20 白鳥 政孝 白鳥 政孝 秋葉吉秋（茂原東） プラザヘイアン茂原 茂原東ＲＣ

2009 （平成２１） 2.24 﨑山 征雄 杉木 禱夫 進藤 義男（茂原中央） プラザヘイアン茂原 茂原中央ＲＣ

2010 （平成２２） 2.17 中村 博亘 杉木 禱夫 四之宮由己(大網) サンライズ九十九里 大網RC 

2011 （平成２３） 2.15 織田 吉郎 杉木 禱夫 小川秀二(東金ﾋﾞｭｰ) 東金文化会館 東金ビューRC

2012 （平成２4） 2.16 山田 修平 山田 修平 寺田憲司(茂原) プラザヘイアン茂原 茂原RC 

2013 （平成２5） 2.12 得居  仁 杉木 禱夫 小林信雄(東金) 東金文化会館 東金ＲＣ 

2014 （平成２6） 2.13 関口 徳雄 白鳥 政孝 土屋利夫(大原) 大原文化センター 大原ＲＣ 
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東金ロータリークラブ定款 
 
第 1条 定義 

本条の語句は、本定款で使われる場合、他に
明確に規定されない限り、次の意味をもつもの
とする。 

1. 理事会：本クラブの理事会 

2. 細則 ：本クラブの細則 

3. 理事 ：本クラブの理事会メンバー 

4. 会員 ：名誉会員以外の本クラブ会員 

5. RI  ：国際ロータリー 

6. 衛星クラブ 

：潜在的クラブ。その会員は本クラブ
の会員でもある。 

7. 年度 ：7月 1日に始まる 12カ月間 

 

第 2条 名称 

本会の名称は、東金ロータリークラブとする。
(国際ロータリー加盟会員 ID:15067) 

 

第 3条 クラブの所在地域 

本クラブの所在地域は、東金市とその周辺地
域とする 

 

第 4条 綱領 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ
る。具体的には、次の各項を奨励することにあ
る： 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の
機会とすること； 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ
仕事はすべて価値あるものと認識し、社
会に奉仕する機会としてロータリアン
各自の職業を高潔なものにすること； 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、
また事業および社会生活において、日々、
奉仕の理念を実践すること； 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界
的ネットワークを通じて、国際理解、親
善、平和を推進すること。 

 

第 5条 五大奉仕部門 

ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリー
クラブの活動の哲学的および実際的な基準で
ある。 

1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本ク
ラブの機能を充実させるために、クラブ内で
会員が取るべき行動に関わるものである。 

2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業お
よび専門職務の道徳的水準を高め、品位ある
業務はすべて尊重されるべきであるという
認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕
の理想を生かしていくという目的を持つも
のである。会員の役割には、ロータリーの理
念に従って自分自身を律し、事業を行うこと
が含まれる。 

3. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブ
の所在地域または行政区域内に居住する
人々の生活の質を高めるために、時には他と
協力しながら、会員が行うさまざまな取り組
みから成るものである。 

4. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物な
どを読むことや通信を通じて、さらには、他
国の人々を助けることを目的としたクラブ
のあらゆる活動やプロジェクトに協力する
ことを通じて、他国の人々とその文化や慣習、
功績、願い、問題に対する認識を培うことに

東金ロータリークラブ
定款・細則・諸規定 
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よって、国際理解、親善、平和を推進するた
めに、会員が行う活動から成るものである。 

5. 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導
力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国
際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異
文化の理解を深め育む交換プログラムを通
じて、青少年ならびに若者によって、好まし
い変化がもたらされることを認識するもの
である。 

 

第６条 会合 

第 1節 例会 

(a) 日および時間。本クラブは、毎週 1回、細
則に定められた日および時間に、定期の会合
を開かなければならない。 

(b) 会合の変更。正当な理由ある場合は、理事
会は、例会を、前回の例会の翌日から次の例
会の前日までの間のいずれかの日または定
例日の他の時間または他の場所に変更する
ことができる。 

(c) 取消。例会日が一般に認められた祝日を含
む国民の祝日に当たる場合、またはクラブ会
員が死亡した場合、または全地域社会にわた
って流行病もしくは災害が発生した場合、ま
たは地域社会での武力紛争がクラブ会員の
生命を脅かす場合、理事会は、例会を取りや
めることができる。理事会は、本項に明記さ
れていない理由であっても、1年に 4回まで
例会を取りやめることができる。ただし、本
クラブが 3 回を超えて続けて例会を開かな
いようなことがあってはならない。 

※【ＲＩ日本事務局補足】 

1) 1年に４回を上限として任意で例会を取
りやめることができる。 

2) 国民の祝日（＝カレンダー上赤くなって
いる日）と例会日が重なる場合、この例会を
1)の回数制限とは別に休会とすることがで
きる。 

3) 12月 31日～1月 3日の期間に例会日が
重なる場合、この例会を 1)の回数制限とは別
に休会とすることができる。 

4) 一般的なお盆休みの期間中、任意の例会
1 回を 1)の回数制限とは別に休会とするこ
とができる。ここで言うお盆休みの期間は地
域毎の風習に準ずる。 

5) 理由の如何に因らず、例会取りやめは３
回連続までは認められるが、４回連続以上は
認められない。 

第 2節 年次総会。役員を選挙するための年次
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。 

 

第７条 会員身分 

第 1節 全般的資格条件。本クラブは、善良な
成人であって、職業上、および（または）地
域社会において良い世評を受けている者に
よって構成されるものとする。 

第 2 節 種類。本クラブの会員の種類は正会員
および名誉会員の 2種類とする。 

第 3節 正会員。RI定款第 5条第 2節に定めら
れた資格条件を有する者は、これを本クラブ
の正会員に選ぶことができる。 

第 4 節 移籍ロータリアンまたは元ロータリ
アン。 

(a) 会員候補者。会員は、移籍する会員または
元クラブ会員を正会員に推薦することがで
きる。本節の下に正会員に推薦された移籍会
員または元クラブ会員は、元の所属クラブに
よって推薦されることもできる。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も、クラブの移籍会員
または元クラブ会員の職業分類は、正会員に
選出されることを妨げるものであってはな
らない。本クラブの会員候補者が、ほかのク
ラブの現会員または元会員であり、そのクラ
ブに対して負債がある場合、この候補者は本
クラブへの入会資格がない。本クラブは、ほ
かのクラブに対して金銭的債務がないこと
の書面による証明を提出するよう、会員候補
者に要求すべきである。本節の下における移
籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正
会員としての入会には、当該会員がかつて所
属していたクラブの理事会から、同会員がそ
のクラブの会員であったとの証明を受理す
ることを条件とするものである。移籍会員や、
クラブを変える元会員は、以前に所属してい
たクラブからの推薦状を持参するよう求め
られるべきである。 

(b) 現会員または元会員。本クラブは、ほかの
クラブから要請があった場合、ほかのクラブ
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の会員候補者として考慮されている本クラ
ブの現会員または元会員が、本クラブに対し
て金銭的債務を負っているかどうかを記し
た文書を提供するものとする。要請から 30

日以内にそのような文書を提供しなかった
場合、当該会員は本クラブに対して債務を負
っていないと見なされるものとする。 

第 5節 衛星クラブの会員。衛星クラブの会員
はスポンサークラブの会員でもあり、これは
衛星クラブがロータリークラブとして RI か
ら加盟が認められるまで続く。 

第 6節 二重会員。同時に、本クラブと、本ク
ラブの衛星クラブ以外の別のクラブにおい
て、正会員になることはできない。いかなる
人も本クラブにおいて、正会員であると同時
に名誉会員の資格を保持することはできな
い。また、いかなる人も、本クラブの正会員
であると同時にローターアクトクラブの会
員になることはできない。 

第 7節 名誉会員 

(a) 名誉会員の資格条件。ロータリーの理念
を推進するために称賛に値する奉仕をした
人、およびロータリーの目的を末永く支援し
たことでロータリーの友人であるとみなさ
れた人を本クラブの名誉会員に選ぶことが
できる。かかる会員の身分の存続期間は、理
事会によって決定されるものとする。その人
は、二つ以上のクラブで名誉会員身分を保持
できる。 

(b) 権利および特典。名誉会員は、入会金およ
び会費の納入を免除されるが、投票権を持た
ず、クラブのいかなる役職にも就くことがで
きない。名誉会員は、職業分類を保持しない
が、本クラブのあらゆる会合に出席すること
ができ、その他クラブのあらゆる特典を享受
することができる。本クラブの名誉会員は、
他のクラブにおいてはいかなる権利または
特典も認められないものとする。ただし、ロ
ータリアンの来賓としてではなく他のクラ
ブを訪問する権利は認められている。 

第 8節 公職に就いている人。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本クラブの正会員
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挙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も
った公職に選挙または任命された者は、その
公職に在任中、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することがで
きる。 

第 9節 RIの職員。本クラブは、RIに雇用され
ている人を会員として保持できる。 

 

第８条 職業分類 

第 1節 一般規定 

(a) 主な活動。各会員は、その事業、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会社、
企業、団体の主要かつ一般世間がそのように
認めている事業活動を示すものか、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、本人
の社会奉仕活動の種類を示すものでなけれ
ばならない。 

(b) 是正または修正。理事会は、正当な理由が
ある場合、在籍中の会員の職業分類を是正ま
たは修正することができる。是正または修正
の提案については、当該会員に対して然るべ
き予告が与えられ、その会員には、これに対
して聴聞の機会が与えられなければならな
い。 

第 2 節 制限。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 パーセントより多くなら
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てはならな
い。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も、クラ
ブの移籍会員または元クラブ会員、あるいは
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できる。 
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第９条 出席 

第 1節 一般規定。各会員は本クラブの例会、
あるいは細則により定められている場合は
衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕
プロジェクトおよびその他の行事や活動に
参加するべきものとする。会員が、ある例会
に出席したものとみなされるには、その例会
時間の少なくとも 60 パーセントに出席する
か、または、会合出席中に不意にその場を去
らなければならなくなった場合、その後その
行為が妥当であるとクラブ理事会が認める
理由を提示するか、または、次のような方法
で欠席をメークアップしなければならない。 

(a) 例会の前後 14日間。例会の定例の時の前
14日または後 14日以内に、 

(1) 他のロータリークラブ、他のロータリーク
ラブの衛星クラブ、または仮クラブの例会の
少なくとも 60 パーセントに出席すること。
または、 

(2) ローターアクト・クラブ、インターアクト・
クラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータ
リー親睦活動、あるいは仮ローターアクト・
クラブ、仮インターアクト・クラブ、仮ロー
タリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活
動の例会に出席すること。または、 

(3) RI国際大会、規定審議会、国際協議会、RI

元ならびに現役員のためのロータリー研究
会、RI元、現ならびに次期役員のためのロー
タリー研究会または、RI理事会または RI理
事会を代行する RI 会長の承認を得て招集さ
れた他の会合、ロータリー合同ゾーン大会、
RIの委員会会合、ロータリー地区大会、ロー
タリー地区研修・協議会、RI理事会の指示の
下に開催された地区会合、地区ガバナーの指
示の下に開催された地区委員会、または正式
に公表されたロータリークラブの都市連合
会に出席すること。または、 

(4) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの
例会に出席の目的をもってそのクラブの例
会定刻に定例会場に赴いたとき、当該クラブ
が、定例の時間または場所において例会を開
いていなかった場合。または、 

(5) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクト
またはクラブが提唱した地域社会の行事や
会合に出席すること。または、 

(6) 理事会の会合、または理事会が承認した場
合、選任された奉仕委員会の会合に出席する
こと。または、 

(7) クラブのウェブサイトを通じて、平均 30

分の参加が義務づけられた相互参加型の活
動に参加すること。 

会員が 14 日以上にわたり海外で旅行して
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
ークアップとして有効とみなされる。 

 (b) 例会時において。例会のときに、 

(1) 本節(a)項の(3)に挙げた会合の一つに出
席するため、適切な直行日程による往復の途
次にある場合。または、 

(2) RIの役員、委員、ロータリー財団管理委員
がロータリーの用務に携わっている場合。ま
たは、 

(3) 地区ガバナーの特別代表として、新クラブ
結成中、ロータリーの職務に携わっている場
合。または、 

(4) RIに雇用されている者が、ロータリーの職
務に携わっている場合。または、 

(5) メークアップすることができないような
僻遠の地で、地区、RI、またはロータリー財
団の提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ
積極的に従事している場合。または、 

(6) 理事会が正当に承認したロータリー職務
に従事していて、例会に出席できない場合。 

第 2節 転勤による長期の欠席。会員が転勤先
で長期にわたって実際に業務に従事してい
る場合、会員の所属クラブと転勤先の指定ク
ラブ間の合意があれば、会員は、転勤先にお
ける指定クラブの例会への出席が所属クラ
ブの出席の代わりとなる。 

第 3節 出席規定の免除。次のような場合、出
席規定の適用は免除されるものとする。 

(a)理事会の承認する条件と事情による欠席の
場合。理事会は、正当かつ十分な理由による
会員の欠席を認める権限を持つ。このような
出席規定の適用の免除は、最長 12 カ月間ま
でとする。ただし、健康上の理由から 12 カ
月間を超えて欠席となる場合は、理事会が改
めて、当初の 12 カ月の後に、さらに一定期



72  東金ロータリークラブ活動計画書   2014～2015
 

72 Togane Rotary Club      Rotary International, District 2790, Chiba, Japan.      
 

間の欠席を認めることができる。 

(b)一つまたは複数のロータリークラブのロー
タリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上で
あり、さらに出席規定の適用を免除されたい
希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、
理事会が承認した場合。 

第 4節 RI役員の欠席。会員が現役の RI役員
またはは現役の RI 役員の配偶者／パートナ
ーである場合、その会員に対する出席規定の
適用は免除されるものとする。 

第 5節 出席の記録。本条第 3節（a）の下に出
席規定の適用を免除された会員がクラブ例
会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、
出席記録に含まれないものとする。本条第 3

節（b）または第 4 節の下に出席規定の適用
を免除された会員がクラブ例会に出席した
場合、その会員と会員の出席は、本クラブの
出席率の算出に使う会員数と出席者数に含
まれるものとする。 

 

第 10条 理事および役員 

第 1節 管理主体。本クラブの管理主体は、細
則の定めるところによって構成される理事
会とする。 

第 2 節 権限。理事会は全役員および全委員会
に対して総括的管理権を持つものとし、正当
な理由がある場合は、そのいずれをも罷免す
ることができる。 

第 3節 理事会による最終決定。クラブのあら
ゆる事項に関する理事会の決定は最終的な
ものであって、クラブに対して提訴する以外
にはこれを覆す余地はない。しかしながら、
会員身分の終結の決定に関しては、会員は第
12 条第 6 節の規定に従って、クラブに提訴
するか、調停または仲裁に訴えることができ
る。このような提訴の場合、提訴の対象とな
った決定は、理事会が指定した例会において、
定足数の出席を得て、その出席会員の 3分の
2の投票によってのみ覆すことができるもの
とする。そして、当該例会の少なくとも 5日
前に、当該提訴の予告が、幹事により、各会
員に対して与えられていなければならない。
もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が
最終決定となる。 

第 4 節 役員。クラブの役員は、会長、直前会

長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名ま
たは数名の副会長、および会場監督を役員に
含めることができる。このうち、会長、直前
会長、会長エレクト、副会長、および幹事は、
全員理事会のメンバーとする。また、会計お
よび会場監督は、細則の定めるところに従っ
て、理事会のメンバーとすることができる。
クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に
出席するものとする。 

第 5節 役員の選挙 

(a) 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ
細則の定めるところに従って選挙されるも
のとする。会長を除き、各役員は選挙された
直後の 7月 1日に就任し、選挙された任期中
または後任者が然るべく選挙されかつ適格
となるまで在任するものとする。 

(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 カ月以上 2

年以内に選挙されるものとし、選挙された時
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、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、その職務に当たるもの
とする。 

(c) 資格要件。各役員および各理事は、いずれ
も、本クラブの瑕疵なき会員でなければなら
ない。会長エレクトは、ガバナー・エレクト
から特に免除されない限り、会長エレクト研
修セミナーと地区研修・協議会に必ず出席し
なければならない。免除された場合は、所属
クラブによって指名された代理を必ず派遣
しなければならない。この代理人は会長エレ
クト本人に対し結果報告するものとする。会
長エレクトが、ガバナー・エレクトからの免
除を受けずに、会長エレクト研修セミナーお
よび地区研修・協議会に出席しない場合、あ
るいは、免除されても指定の代理をこれらの
会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレ
クトはクラブ会長に就任できないものとす
る。このようなことが起こった場合、会長エ
レクト研修セミナーおよび地区研修・協議会、
もしくはガバナー・エレクトが十分であると
みなした研修に出席した後任者が正式な手
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続によって選挙されるまで、現会長が継続し
てクラブ会長を務めるものとする。 

第 5節 本クラブの衛星クラブの組織運営。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する。 

(a) 衛星クラブの監督。本クラブは、理事会が
適切とみなす一般的な監督と支援を、衛星ク
ラブに提供するものとする 

(b) 衛星クラブの理事会。衛星クラブの日々
の運営のため、衛星クラブ独自の理事会を毎
年選出するものとする。この理事会は会員か
ら選ばれ、細則の定めるところに従って、衛
星クラブの役員および 4～6 名のその他の会
員により構成される。衛星クラブの最高役員
は議長（chairman）であり、その他の役員は、
直前議長、議長エレクト、幹事、会計である。
衛星クラブ理事会は、本クラブの指導の下、
ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的
に従って、衛星クラブの日々の運営とクラブ
活動の管理を担う。本クラブ内または本クラ
ブに対して、いかなる権限も持たない。 

(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、財務諸表と監査済みの会計報告を添付す
るものとし、これらは、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。 

 

第 11条 入会金および会費 

すべての会員は、細則の定める入会金および
年会費を納入しなければならない。ただし、第
７条第 4 節(a)に従い、本クラブの会員として
受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラ
ブに属していた元会員は、2度目の入会金の納
入を義務づけられないものとする。本クラブの
会員として受け入れられ、入会の前２年以内に
ローターアクトとしての会員身分を終了した
ローターアクターには、入会金の支払いが義務
づけられないものとする。 

 

第 12条 会員身分の存続 

第 1 節 期間。会員身分は、次に定めるところ

によって終結しない限り、本クラブの存する
間存続するものとする。 

第 2節 自動的終結 

(a) 会員の資格条件。会員が、会員資格条件に
欠けるようになったとき、会員身分は自動的
に終結するものとする。ただし、 

(1) 理事会は、会員が本クラブの所在地域また
はその周辺地域外に移転する場合、新しい地
域社会にあるロータリークラブを訪問して
知り合いになってもらうために1年以内の期
間に限って、出席義務規定の特別免除を与え
ることができる。ただし、この場合、同会員
は引き続きクラブ会員たるすべての条件を
満たしていることが前提である。 

(2) 理事会は、本クラブの所在地域またはその
周辺地域外に移転する会員の会員身分を保
持できる。ただし、同会員は引き続きクラブ
会員たるすべての条件を満たしていること
が前提である。   

(b) 再入会。会員の会員身分が本節(a)項の規
定によって終結した場合、終結時におけるそ
の会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人
は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、
新たに入会申込をすることができる。2度目
の入会金の納入は義務づけられないものと
する。 

(c) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会
員身分は、理事会が決定した期間の終了をも
って自動的に終結する。しかしながら、理事
会は名誉会員身分の期間をさらに延長する
ことができる。理事会はいつでも名誉会員身
分を取り消すことができる。 

第 3節 終結 ― 会費不払 

(a) 手続。所定の期限後 30日以内に会費を納
入しない会員に対しては、その分かっている
最新の宛先に、幹事が、書面をもって催告し
なければならない。催告の日付後 10 日以内
に会費が納入されなければ、理事会の裁量に
従って当該会員の会員身分を終結して差し
支えない。 

(b) 復帰。理事会は、その嘆願がありかつクラ
ブに対する同人のすべての負債が完済され
れば、元会員を会員身分に復帰させることが
できる。しかしながら、同人の以前の職業分
類が本定款の第 8条第 2節に適っていない場
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合は、いかなる元会員も正会員に復帰させる
ことはできない。 

第 4節 終結 ― 欠席 

(a) 出席率。会員は、 

(1) 年度の各半期間において、メークアップを
含むクラブ例会または衛星クラブ例会の出
席率が少なくとも 50 パーセントに達してい
しているか、クラブのプロジェクトおよびそ
の他の行事や活動に少なくとも 12 時間参加
していなければならない。または、バランス
の取れた割合でその両方を満たしていなけ
ればならない。 

(2) 年度の各半期間に、本クラブまたは衛星ク
ラブの例会総数のうち少なくとも 30 パーセ
ントに出席、またはクラブのプロジェクトお
よびその他の行事や活動に参加しなければ
ならない（RI理事会によって定義されたガバ
ナー補佐は、この義務を免除されるものとす
る）。 

会員が規定通り出席できない場合、その会
員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があ
ると認めない限り、終結することができる。 

(b) 連続欠席。会員の会員身分は、理事会が正
当かつ十分な理由があると認めない限り、ま
たは第９条第 3節もしくは第 4節に従う場合
を除き、連続 4回例会に出席せず、またメー
クアップもしていない場合、クラブ理事会は、
その欠席がクラブ会員身分の終結を要請し
ていると考えられる旨通知するものとする。
その後、理事会は、過半数によって、会員の
会員身分を終結することができる。 

第 5節 他の原因による終結 

(a) 正当な根拠。理事会は、いずれの会員も、
本クラブの会員としての資格条件に欠ける
ようになった場合、もしくは他に十分と認め
られる根拠があれば、特にその目的のために
招集された理事会の会合において、理事会全
員の 3 分の 2 を下らない賛成投票によって、
その会員身分を終結することができる。本会
合の指針となる原則は、第 7条の第 1節、「四
つのテスト」、およびロータリークラブ会員
として持つべき高い倫理基準とする。 

(b) 通知。本節(a)項の下に会員身分を終結す
る前に、当該会員は、かかる懸案案件につい
て、少なくとも 10 日間の予告を書面によっ

て与えられ、理事会に対して書面による答弁
を提出する機会を与えられなければならな
い。また、理事会に出頭して、自分の立場を
釈明する権利を持つものとする。かかる予告
の通達は、配達証明便または書留郵便によっ
て、分かっている最新の宛先に送付されなけ
ればならない。 

(c) 職業分類の充填。本節の規定によって理事
会が正会員の会員身分を終結せしめた場合、
もし提訴があれば、これに対する聴聞の期限
が切れて本クラブの決定または仲裁人の決
定が発表されるまでは、本クラブは、当該会
員のもっていた職業分類の下に新しい会員
を選挙してはならない。ただし、たとえ終結
に関する理事会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に属する会員
の制限を超えない場合はこの限りではない。 

第 6節 会員身分の終結に提訴、調停または仲
裁を求める権利 

(a) 通知。幹事は、理事会決定後 7日以内に、
その理事会の会員身分を終結させる決定を、
書面をもって、当該会員に通告しなければな
らない。その会員は通告の日付後 14 日以内
に、幹事に対する書面をもって、クラブに提
訴するか、調停を要請するか、もしくは第 16

条に定める仲裁に訴えるか、いずれかの意思
のあることを通告することができる。 

(b) 提訴に対する聴聞の期限。提訴する場合
は、提訴を通告する書面を受理してから 21

日以内に行われるべきクラブの例会におい
て、当該提訴の聴聞を行うために、理事会は
その日取りを決定しなければならない。例会
およびその例会で行う特別案件について、少
なくとも 5日間の予告が、書面をもって、全
会員宛に与えられなければならない。提訴が
聴聞される場合には、会員のみが出席するも
のとする。 

(c) 調停もしくは仲裁。調停もしくは仲裁に使
用される手続は第 16 条に規定された通りで
ある。 

(d) 提訴。もし提訴が行われた場合は、クラブ
の決定が最終決定となり、当事者すべてを拘
束するものとなり、仲裁を要求することはで
きない。 

(e) 仲裁人または裁定人の決定。もし仲裁が
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要求され、仲裁人によって下された決定もし
くは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、
裁定人による決定が最終であって、当事者す
べてを拘束するものとなり、提訴することは
できない。 

(f) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失
敗した場合、本節(a)項の規定に従い、会員は
クラブに提訴するか仲裁に訴えることがで
きる。 

第 7節 理事会による最終決定。もしクラブに
対する提訴も行われず、仲裁も要求されなか
った場合は、理事会の決定は最終決定となる。 

第 8 節 退会。いかなる会員も、本クラブから
の退会の申出は書面をもって行い（会長また
は幹事宛）、理事会によって受理されなけれ
ばならない。ただし、当該会員の本クラブに
対するすべての負債が完済されていること
を前提とする。 

第 9節 資産関与権の喪失。いかなる理由によ
るにせよ、本クラブの会員身分を終結された
者は、すべて、本クラブに入会した時点で地
元の法律の下でその会員がなんらかの権利
を得ていた場合、本クラブに属するいかなる
資金その他の財産に対しても、あらゆる関与
権を喪失するものとする。 

第 10節 一時保留。本定款のいかなる規定にも
かかわらず、理事会の見解において、 

(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠
った、あるいは会員としてふさわしくない振
舞い、またはクラブに害をもたらすような振
舞いをしたという信憑性のある告発があっ
た場合、および、 

(b) これらの告発が立証された場合、当該会員
の会員身分を終結するのに正当な理由とな
る場合、および、 

(c) 当該会員がその結果を待つ間、または理事
会が適切と考える措置が取られるまでは、当
該会員の会員身分に関していかなる措置も
取らないことが望ましいとされる場合、およ
び、 

(d) クラブの最善の利益のために、当該会員の
会員身分に対する票決を取ることなく、当該
会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が
例会やそのほかの本クラブの活動への出席
や、本クラブのいかなる役職や任務からも除

外されるべきである場合 

（本項の目的のため、当該会員は出席義務を
免除されるものとする）、 

理事会は、その 3分の 2以上の賛成票によっ
て、理事会の決定する期間と追加条件に従い
（ただし、いかなる場合も、正当に必要であ
るとみなされる期間内で）、前述の通り会員
の会員身分を一時保留とすることができる。 

 

第 13条 地域社会、国家および国際問題 

第 1節 適切な主題。地域社会、国家および世
界の一般福祉にかかわる公共問題の功罪は、
本クラブの会員にとって関心事であり、会員
の啓蒙となり各自が自己の意見を形成する
うえで、クラブ会合における公正かつ理解を
深める研究および討議の対象として適切な
主題というべきである。しかしながら、クラ
ブは、いかなる係争中の公共問題についても
意見を表明してはならない。 

第 2節 支持の禁止。本クラブは、公職に対す
るいかなる候補者も支持または推薦しては
ならない。またいかなるクラブ会合において
も、かかる候補者の長所または短所を討議し
てはならない。 

第 3節 政治的主題の禁止 

(a) 決議および見解。本クラブは、政治的性質
をもった世界問題または国際政策に関して、
討議ないし見解を採択したり配布したりし
てはならない。またこれに関して行動を起こ
してはならない。 

(b) 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特
定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、
政府に対して嘆願してはならない。また書状、
演説、提案を配付してはならない。 

第 4節 ロータリーの発祥を記念して。ロータ
リーの創立記念日（2月 23日）の週は、世界
理解と平和週間と呼称する。この 1 週間は、
本クラブはロータリーの奉仕活動を祝い、こ
れまでの業績を振り返り、地域内と世界中で、
平和、理解、親善のためのプログラムに重点
を置く。 

 

第 14条 ロータリーの雑誌 

第 1節 購読義務。RI細則に従って、本クラブ
が RI 理事会によって、本条規定の適用を免
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除されていない場合、各会員は、会員身分を
保持する限り RIの機関雑誌または RI理事会
から本クラブに対して承認ならびに指定さ
れている地域的なロータリー雑誌を購読し
なければならない。同じ住所に住む 2人のロ
ータリアンには、機関雑誌を合同で購読する
選択肢がある。購読の期間は、6カ月を 1期
として取り扱い、本クラブの会員となってい
る限り継続し、1期の中途で会員でなくなっ
た場合にはその期の末日をもって終わるも
のとする。 

第 2 節 購読料。購読料は、半年ごとに、クラ
ブが、その前払金を各会員から徴収し、RIの
事務局または RI 理事会の指定によって購読
することとなった地域的出版物の発行所に
送金しなければならない。 

 

第 15条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則
の順守 

会員は、入会金と会費を支払うことによって、
ロータリーの目的の中に示されたロータリー
の原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、
その規定を順守し、これに拘束されることを受
諾するものとする。そしてこれらの条件の下に
おいてのみ、会員は、本クラブの特典を受ける
ことができる。各会員は、定款・細則の文書を
受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則
の条項に従うものとする。 

 

第 16条 仲裁および調停 

第 1節 意見の相反。理事会の決定に関するこ
と以外で、現会員または元会員と本クラブ、
クラブ役員、または理事会との間に意見の食
い違いが起こり、このような場合のために規
定されている手続によってはどうしても解
決できない場合、その問題は、論争当事者の
いずれかが幹事に要請し、調停によって裁定
を行うか仲裁によって解決を図るものとす
る。 

第 2節 調停または仲裁の期限。調停または仲
裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、
調停または仲裁の要請を受理してから 21 日
以内に行われるよう、調停または仲裁の日取
りを決定しなければならない。 

第 3 節 調停。このような調停の手続きは、国

もしくは州に対し管轄権を有する関係当局
によって承認されたものであるか、または代
替の争議の解決方法を含む専門知識に定評
のある優れた専門職団体によって推薦され
たものであるか、または RI 理事会もしくは
ロータリー財団管理委員会が定めた指針文
書によって勧められるものとする。調停人に
はロータリークラブの会員のみを指定する
ことができる。クラブは、適切な調停技能と
経験を有するロータリークラブの会員を任
命するよう地区ガバナーもしくはガバナー
の代理人に要請することができる。 

(a) 調停の結果。調停によって当事者同士が合
意に達した結果もしくは決定は、記録される
ものとし、各当事者ならびに調停人がその記
録をそれぞれ保管するものとする。さら理事
会にも記録を 1部提出し、幹事がそれを保管
するものとする。クラブへの報告のために、
当事者が承諾できる結果の要約文を作成す
るものとする。当事者の一方が調停内容を十
分に履行しなかった場合、もう一方は会長ま
たは幹事を通じて、さらに調停を要請するこ
とができる。 

(b) 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失
敗した場合、論争当事者は本条の第 1節に定
める仲裁に訴えることができる。 

第 4 節 仲裁。仲裁が要求された場合、両当事
者はそれぞれ 1名の仲裁人を指定し、両仲裁
人は 1 名の裁定人を指定しなければならな
い。裁定人または仲裁人にはロータリークラ
ブの会員のみを指定することができる。 

第 5節 仲裁人または裁定人決定。もし仲裁が
要求され、仲裁人によって下された決定もし
くは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、
裁定人による決定が最終であって、当事者す
べてを拘束するものとなり、提訴することは
できない。 

 

第 17条 細則 

本クラブは、RI の定款・細則、RI によって
RI の管理上の地域単位が認められている場合
には、その手続規則、および本定款と矛盾しな
い細則を採用しなければならない。細則は、本
クラブの管理のために、さらに追加規定を設け
るものとする。同細則は、細則中に定められて
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いるところに従って随時改正することができ
る。 

 

第 18条 解釈の仕方 

「郵便」、「郵送」および「郵便投票」という
用語には、経費を節約し応答を頻繁にするため
に、電子メール（Eメール）およびインターネ
ットテクノロジーの活用が含まれるものとす
る。 

 

第 19条 改正 

第 1節 改正の方法。本条第 2 節に規定されて
いる場合を除き、本定款は、規定審議会によ
ってのみ改正できる。その方式については、
RI 細則の改正について同細則で定めている
ものと同じとする。 

第 2節 第 2条と第 3条の改正。定款の第 2

条（名称）および第 3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、当該
改正案の通告が、これを議する例会の少なく
とも 10日前に、各会員およびガバナーに郵送
されなければならない。そしてさらに、かか
る改正は、RI理事会に提出してその承認を求
めなければならない。その承認があって初め
てその改正は効力を発するものとする。ガバ
ナーは、提出された改正案に関して RI理事会
に意見を提供することができる。 

 

 

※2013年規定審議会決定による標準ロータリー
クラブ定款に基づき改正。 
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東金ロータリークラブ細則 
 

 
第１条 理事および役員の選挙 

第１節 

役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会にお
いて、その議長たる役員は会員に対して、会長
(次次年度)、副会長、幹事、会計および４名の
理事を指名することを求めなければならない。
その指名は、クラブの決定するところに従って
指名委員会または出席全会員のいずれか一方
または双方によって行うことができる。もし指
名委員会を設けるように決定されたならば、か
かる委員会はクラブの定めるところに従って
設置されなければならない。適法に行われた指
名は各役職ごとにアルファベット順に投票用
紙に記載されて年次総会において投票に付せ
られるものとする。投票の過半数を獲得した会
長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当す
る役職に当選したものと宣言されるものとす
る。投票の過半数を得た４名の理事候補が理事
に当選したものと宣言されるものとする。前記
の投票によって選挙された会長は、その選挙の
あと、7月 1日に始まる年度に、会長エレクト
として理事会のメンバーを務め、会長エレクト
として理事会のメンバーを務めた年度直後の 7

月 1日に、会長に就任するものとする。 

第２節 

選挙された役員および理事に直前会長を加
えて理事会を構成するものとする。選挙によっ
て決定した次年度理事会は、一週間以内に会合
してクラブ会員の中から会場監督を務める者
を選任しなければならない。 

第３節 

理事会またはその他の役職に生じた欠員は、
残りの理事の決定によって補填すべきものと
する。 

第４節 

役員エレクトまたは理事エレクトの地位に
生じた欠員は、残りの被選理事の決定によって
補填すべきものとする。 

 

第２条 理事会 

本クラブの管理主体は本クラブの会員１２
名より成る理事会とする。すなわち本細則第 1

条第 1節に基づいて選挙された５名の理事、会
長、副会長、会長エレクト、幹事、会計、会場
監督および直前会長である。 

 

第３条 役員の任務 

第１節 会長 

本クラブの会合および理事会の会合におい
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会長の任務とする。 

第２節 会長エレクト 

会長エレクトは理事会のメンバーとしての
任務およびその他会長または理事会によって
定められる任務を行うものとする。 

第３節 副会長 

会長不在の場合は本クラブの会合および理
事会の会合において議長を務め、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, 

第４節 幹事 

幹事の任務は、会員の記録を整理保管し、会
合における出席を記録し、クラブ、理事会およ
び委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会
合の議事録をつくってこれを保管し、毎年 1月
1 日および 7 月 1 日現在をもって RI 事務総長
に対して行わなければならない半期会員報告、
半期報告を提出した 7月 1日または 1月 1日よ
りも後にクラブ会員に選ばれた正会員、シニ
ア・アクチブ会員、パスト・サービス会員につ
いて 10月 1日と 4月 1日に事務総長に提出す
る四半期会員報告、RI事務総長に対して行うべ
き会員資格変更報告、毎月の最終例会後 15 日
以内に地区ガバナーに対して行わなければな
らないクラブ例会の月次出席報告を含む、諸種
の義務報告を RI に対して行い、ロータリアン
誌の購読料を徴収してこれを RI に送金し、そ
の他通常その職に付随する任務を行うにある。 
第５節 会計 

会計の任務は、すべての資金を管理保管し、
毎年1回およびその他理事会の要求あるごとに
その説明を行い、その他通常その職に付随する
任務を行うにある。その職を去るに当たっては
会計はその保侍するすべての資金、計算帳簿、
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その他あらゆるクラブ財産を、その後任者また
は会長に引き継がなければならない。 

第６節 会場監督 

会場監督の任務は通常その職に付随する任
務、およびその他会長または理事会によって定
められる任務とする。 

 

第４条 会合 

第１節 年次総会 

クラブの年次総会は毎年１２月第１例会に
開催されるものとする。そしてこの年次総会に
おいて次年度の役員および理事の選挙を行わ
なければならない。 

第２節 

本クラブの毎週の例会は火曜日１２時３０
分に開催するものとする。例会に関するあらゆ
る変更または例会の取消はすべてクラブの会
員全部に然るべく通告されなければならない。
本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員
（または標準ロータリークラブ定款の規定に
基づき、本クラブ理事会によって出席を免除さ
れた会員）を除き、例会の当日、その出席また
は、欠席が記録され、その出席は、本クラブま
たは他のロータリークラブにおいて、その例会
に充当された時間の少なくとも６０パーセン
ト出席していたことが実証されなければなら
ない。 

第３節 

会員総数の 3分の 1をもって本クラブの年次
総会および例会の定足数とする。 

第４節 

定例理事会は毎月第１例会日に開催される
ものとする。臨時理事会は会長がその必要あり
と認めたとき、または理事会のメンバー２名の
要求あるとき、会長によって招集されるものと
する。但しその場合然るべき予告が行われなけ
ればならない。 

第５節 

理事会のメンバーの過半数をもって理事会
の定足数とする。 

 

第５条 入会金および会費 

第１節 

入会金は３０,０００円とし、入会承認に先
立って納入すべきものとする。 

第２節 

会費は年額２０８，０００円とし、毎年２回
７月１日および１月１日に納入すべきものと
する。 

 

第６条 採決の方法 

本クラブの議事は、役員および理事を投票に
よって選挙する場合を除き、口頭による採決を
もって処理されるものとする。 

 

第７条 委員会 

第１節 

(a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会
を設置しなければならない。 

クラブ奉仕委員会 

職業奉仕委員会 

社会奉仕委員会 

国際奉仕委員会 

(b)会長はまた、理事会の承認の下に、クラブ奉
仕、職業奉仕、社会奉仕および国際奉仕につ
いて、必要と考える特定分野を担当する委員
会を設置するものとする。 

(c)クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉
仕委員会および国際奉仕委員会は、それぞれ
会長が理事の中から任命する委員長および
少なくとも2名以上の他の委員から成るもの
とする。 

(d)会長は、職権上すべての委員会の委員とな
るものとし、その資格において委員会に付随
するあらゆる特典をもつものとする。 

(e)各委員会は本細則によって付託された職務
およびさらにこれに加えて会長または理事
会が付託する事項を処理すべきものとする。
理事会によって特別の権限を与えられた場
合を除き、これらの委員会は、理事会に報告
してその承認を得るまでは行動してはなら
ない。 

(f)会長はその必要ありと認めた場合、青少年
活動の諸特定分野を担当する委員会を一つ
または二つ以上設置することができる。これ
らの委員会は、それぞれの責務によって、職
業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委
員会のいずれか、あるいは、すべての所管す
るところとなる。可能かつ実際的である限り、
1 名または数名の委員を再任するかまたは 1
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名または数名の委員を2カ年の任期をもって
任命することにより委員会に継続性をもた
せる規定を設けるものとする。 

第２節 クラブ奉仕委員会 

(a)クラブ奉仕委員会委員長は、クラブ奉仕の
諸活動全部に対して責任をもち、かつクラブ
奉仕の各特定分野について設置されたあら
ゆる委員会の仕事を監督、調整する任務をも
つものとする。 

(b)クラブ奉仕委員会は、クラブ奉仕委員会委
員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当する
すべての委員会の委員長によって構成され
るものとする。 

(c)会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中
の特定分野を担当する次の各委員会を設置
するものとする： 

  クラブ管理運営委員会 

 会員増強委員会 

クラブ広報委員会 

親睦活動委員会 

第３節 社会奉仕委員会 

(a)社会奉仕委員会委員長は、社会奉仕の諸活
動の全部に対して責任をもち、かつ社会奉仕
の各特定分野について設置されたあらゆる
委員会の仕事を監督、調整する任務をもつも
のとする。 

(b)社会奉仕委員会は、社会奉仕委員会の委員
長と社会奉仕の特定分野を担当するすべて
の委員会の委員長によって構成されるもの
とする。 

(c)会長は理事会の承認を受け、社会奉仕の特
定分野について次の委員会を設置するもの
とする: 

新世代奉仕委員会 

インターアクト委員会 

 

第８条 委員会の任務 

第１節 クラブ奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、クラブ奉
仕に関する事柄においてその諸責務を遂行す
るうえに役立つ指導と援助を与えるような方
策を考案しこれを実施するものとする。クラブ
奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任
をもち、クラブ奉仕の全活動について理事会に
報告するものとする。 

(a)クラブ管理運営委員会  

①本クラブのすべての会員がクラブ例会への
出席と、出席できない場合の他のクラブ例会
へ出席を奨励すると共に、地区大会を含むす
べてのロータリーの会合への出席を奨励す
る方法を考案、実施するものとする。 

②例会及び臨時の会合のためのプログラムを
準備し手配するものとする。 

③会員候補者を含めて、会員にロータリーに関
する情報を提供し、新会員の教育にあたるも
のとする。 

(b)会員増強委員会 

①会員に推薦されたすべての者を、人格、職業
上及び社会的地位並びに一般的な適格性を
徹底的に調査して理事会に報告するもとす
る。 

②絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を
検討し、未充填の職業分類を充填するために
適当な人物を理事会に推薦するよう積極的
に努めなければならない。 

③会員増強に努めると共に、会員の退会防止の
ための方策を考案し、実施するものとする。 

(c)クラブ広報委員会 

①会員に対し充実したクラブ週報を刊行する
ことによりロータリーに対する関心を促し、
例会出席の向上を図るものとする。 

②広く一般にロータリー、その歴史、綱領等に
関する情報を提供し、本クラブのために適切
な宣伝を行う方策を考案し実施するものと
する。 

③ロータリアン誌に対する関心を喚起するた
め、毎月例会時に雑誌の主要な記事を紹介す
ると共に新会員の教育にも資するものとす
る。 

(d)親睦活動委員会 

会員内の知り合いと友誼を増進し、用意さ
れたロータリーのレクレーションおよび社
交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラ
ブの一般目的の遂行上会長または理事会が
課する任務を果たすものとする。又、これら
を会員のみでなく、配偶者、家族へも参加を
促すよう立案し実施するものとする。 

 

第 2節 職業奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、その職業
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関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれ
の職業における慣行の一般水準を引き上げる
うえに役立つ指導と援助を与えるような方策
を考案しこれを実施するものとする。この委員
会の委員長は、本クラブの職業奉仕活動に責任
をもち、職業奉仕の諸特定分野について設置さ
れるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調
整するものとする。 

第 3節 社会奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員がその地域社
会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指
導と援助を与えるような方策を考案しこれを
実施するものとする。この委員会の委員長は、
本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉
仕の諸特定分野について設置される次の委員
会の仕事を監督しこれを調整するものとする。 
(a)新世代奉仕委員会  

この委員会は青少年の健全な育成をはかる
ための援助をするもとする。 

(b)インターアクト委員会  

この委員会は、東金商業高校インターアクト
クラブとの関係を強化しその奉仕活動に協力
することに心を配るものとする。 

第 4節 国際奉仕委員会 

この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕
に関する事柄においてその諸責務を遂行する
うえに役立つ指導と援助を与えるような方策
を考案し、これを実施するものとする。この委
員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責
任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置
されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを
調整するものとする。 

 

第 9条 出席義務規定の免除 

理事会に対して書面をもって、正当かつ十分
な理由を具して申請することによって、会員は
出席義務期定の免除が与えられ、一定期間を限
り本クラブの例会出席を免除される。 

 

第 10条 財務 

第 1節 

会計は本クラブの資金をすべて理事会によ
って指定される銀行に預金しなければならな
い。 

第 2節 

すべての勘定書は役員2名の署名する伝票に
某づき、会計の署名する小切手をもってのみ支
払われるものとする。本クラブのすべての会計
事務所については、毎年 1回公認会計土または
他の有資格者によって全面的な監査が行われ
なければならない。 

第 3節 

資金を預かりあるいはこれを取り扱う役員
は、本クラブの資金の安全保管のために理事会
が要求する保証を提供しなければならない。保
証の費用は本クラブが負担するものとする。 

第 4節 

本クラブの会計年度は 7 月 1 日より 6 月 30

日に到る期間とし、会費徴収の目的のために、
これを 7月 1日より 12月 31日に至る期間およ
び 1月 1日より 6月 30日に至る期間の二半期
に分けるものとする。RIに対する人頭分担金と
雑誌購読料の支払は、毎年 7月 1日および 1月
1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づ
いて行われるものとする。 

第 5節 

各会計年度の初めに理事会はその年度の収
支の予算を作成し、または作成せしめなければ
ならない。その予算は、理事会によって承認さ
れた後、各費目ごとに支出の限度となるものと
する。但し、理事会の議決によって別段の指示
がなされた場合はこの限りではない。 

 

第 11条 会員選挙の方法 

（すべての会員身分について） 

第 1節 

本クラブの正会員によって推薦された会員
候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事
を通じ、理事会に提出されるものとする。この
推薦は、本条に別な定めのある場合を除き、事
前に漏らしてはならない。 

第 2節 

理事会は、その被推薦者がクラブ定款の職業
分類と会員資格の条件をすべて満たしている
ことを確認するものとする。 

第 3節 

理事会は、推薦状の提出後 30 日以内にその
承認または不承認を決定し､これをクラブ幹事
を通じて、推薦者に通知しなければならない。 
第 4節 
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理事会の決定が肯定的であった場合は、被推
薦者に対し、ロータリーの目的および会員（推
薦された会員身分の種類を含む）の特典と義務
について説明しなければならない。この説明の
後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求
め、また、本人の氏名および本人に予定されて
いる職業分類(正会員の場合)をクラブに発表
することについて承諾を求めなければならな
い。 

第 5節 

被推薦者についての発表後 7日以内に、理事
会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、
推薦に対し、理由を付記した書面による異議の
申し立てを受理しなかった場合は、その人は、
名誉会員でないなら､本細則に定める入会金を
納ることにより､会員に選ばれたものとみなさ
れる。 

 理事会に対し異議の申し立てがあった場合
は、理事会は、次の理事会会合において、この
件について票決を行うものとする。異議の申し
立てがあったにもかかわらず、入会が承認され
た場合は、被推薦人は、名誉会員でないなら、
所定の入会金を納めることにより、クラブ会員
に選ばれたものとみなされる。 

第 6節 

このような選挙後に､クラブ会長は当該会員
の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対し
て会員証を発行し、その決定を RI に報告しな
ければならない。ロータリー情報委員会は、入
会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、
当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助す
ることを担当する会員を1名指名するものとす
る。 

 

第 12条 決議 

事のいかんを問わず本クラブを拘束する決
議または提案は、理事会によって審議された後
でなければ本クラブによって審議されてはな
らない。もしかかる決議または提案がクラブの
会合で提起されたならば、討議に付することな
く理事会に付託しなければならない。 

 

第 13条 議事の順序 

開会宣言 

来訪ロータリアンの紹介 

来信および告示事項 

委員会報告(もしあれば) 

審議未終了議事 

新規議事 

スピーチその他のプログラム 

閉会 

 

第 14条 改正 

本細則は、定足数の出席する任意の例会にお
いて、出席会員の 3分の 2の賛成投票によって
改正することができる。但し、かかる改正案の
予告は当該例会の少なくとも 10 日前に各会員
に郵送されていなければならない。クラブ定款
および RI の定款、細則と背馳するごとき改正
または条項追加を本細則に対して行うことは
できない。  

 

注：ロータリークラブは、クラブ定款または国際ロ
ータリーの定款、細則と矛盾しない限り、クラブ自
身の事情に応じて変更することができる。 
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東金ロータリークラブ基金造成規定 
 

（目的） 

第１条 この規定は、当クラブの記念事業を実施するに必要な資金をあらかじめ基金とし
て造成する事を決めるものとする。 

（方法） 

第２条 この基金は、当クラブの当該年度の収入決算において、次年度への繰越金が発生
した場合、その繰越金等をもって造成するものとする。 

（管理） 

第３条 この基金は、当クラブの取引金融機関の定期預金として積み立て、管理されるも
のとする。 

（管理者） 

第４条 この基金を管理するために、管理者を置くものとする。その任期は 1年とし、再
任を妨げない。 

２ 管理者を会長・会長エレクト・会計とする。 

（利用） 

第５条 この基金を取り崩し利用する場合は、クラブ総会の審議を経て決定するものとす
る。 

（付則） 

第６条 この規定は、2010年 6月 30日より実施するものとする。 

この規定は、2011年 12月 6日に改定する。 
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東金ロータリークラブ慶弔見舞金規定 
 

（目 的） 

第１条 この規定は、東金ロータリークラブの会員と家族に関する慶弔見舞金について定
めたものである。 

（慶 祝） 

第２条 会員および家族の慶祝については、次の祝い金を贈り祝意を表する。 

１．会員の結婚                           ３０，０００円 

 ２．子女の結婚                            ２０，０００円 

 ３．子女の誕生                        １０，０００円 

 ４．会員の知事表彰、大臣表彰、褒章、叙勲の慶事  １０，０００円 

    ガバナー事務所に報告し、顔写真と共に月信に掲載を依頼する。 

 ５．会員のその他の慶事                         会長裁量 

（弔 意） 

第３条 会員及び家族の弔事については、弔慰金を贈り弔意を表する。 

１．会員死亡           ２０，０００円と花輪もしくは生花 

    ガバナー事務所に報告し、顔写真と共に月信に掲載を依頼する。 

２．配偶者の死亡                   ２０，０００円 

３．直系家族の死亡                  １０，０００円 

（見舞金） 

第４条 会員が傷病のため 10日以上の入院、または 1 か月以上の加療を要する時は、次
の見舞金を贈る。     １０，０００円 

第５条 会員が著しい災禍にあった時は、理事会で協議して相当の見舞金を贈る。 

第６条 名誉会員とその家族については、この規定に準じて会長が総量して行う。 

（その他） 

第７条 その他緊急な事項については会長が総量して行い、理事会に報告する。 

第８条 元会員、および他のクラブの会員については、会長が総量して行う。 

第９条 会員が退会した時は、理事会で協議して記念品を贈呈する。 

（付 則） 

第 10条 この規定は、1982年（昭和 57年）５月１１日より実施する。 

    この規定は、2002年（平成 14年）７月２日に改定する。 

    この規定は、2003年（平成 15年）１月１４日に改定する。 
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国際ロータリー第2790地区 連絡先一覧       2014-15年度 
 
国際ロータリー(Rotary International)
 
世界本部 
 Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, Illinois 60201, USA 
TEL: +1 847-866-3000 
FAX: +1 847-328-3554/8281 
JASection@rotaryintl.org 
 
日本事務局 
 
〒108-0073 東京都港区三田１丁目 

4-28 三田国際ビル24階
※執務時間 月～金 9:30～17:30 
FAX: 03-5439-0405 （全室共通） 
 
クラブ・地区支援室 TEL: 03-5439-5800
  国際ロータリーと国内のクラブおよび地
区との連絡事務 

 財 団 室    TEL:03-5439-5805
  ロータリー財団と国内クラブおよび地区
との連絡事務・認証処理 

 経 理 室    TEL:03-5439-5803
国際ロータリーおよびロータリー財団に
関する入出金管理 
資 料 室    TEL:03-5439-5802
国際ロータリーおよびロータリー財団
の取扱う資料の受注・発送 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

黒龍芝公園ビル３階 
TEL:03-3434-8681 
FAX:03-3578-8281 
E-mail: mail@rotary-yoneyama.or.jp 
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 
 
ロータリーの友事務所 
〒104-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

黒龍芝公園ビル４階 
TEL:03-3436-6651 
FAX:03-3436-5956 
E-mail: hensyu@rotary-no-tomo.jp 
http://www.rotary.or.jp 
 
ロータリー文庫 
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 

黒龍芝公園ビル３階 
TEL:03-3433-6456 
FAX:03-3459-7506 
E-mail: rotary-bunko@msj.biglobe.ne.jp
http://www.rotary-bunko.gr.jp 
 
国際ロータリー第2790地区 
 
ガバナー事務所 宇佐見 透 
〒260-0042 千葉県千葉市中央区椿森 

3-1-1-2 
TEL：043-284-2790 
FAX：043-256-0008 
E-mail： 14-15gov@rid2790.jp 
 
ガバナーエレクト事務所 櫻木英一郎 
〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町 

12-1 トーシン千葉ビル 
      千葉ロータリークラブ事務局内 
TEL:043-245-3200 
Fax:043-245-7520 
E-mail：15-16gov@rid2790.jp 
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新 入 会 員 紹 介 （入会申込用紙）
平成  年  月  日 

                 東金ロータリークラブ 

幹事 小久保 良行 
 

職業分類  

ローマ字  使用可能言語 

氏    名 

 

 

（ 男 ・ 女 ） 

□日本語 

□その他

(          

 ） 

生年月日         年    月    日       （満     才）   既婚・未婚 

結婚記念日              月    日 

勤 務 先 

 
 

役職 

 

勤務先住所(〒   ―    ) 

 

連絡先：（電話）               （FAX） 

Email： 

自宅住所(〒    ―    ) 

 

連絡先：（電話）               （FAX） 

Email： 

(携帯電話)                           (携帯mail:) 

学歴 

家

族

名

 

氏名       続柄 職業 

   

    

趣味・スポーツ・経歴等    

   

   

 

 

 

 

入 会 推 薦 者（署名）         
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会員選挙の手順 （クラブ細則第 11条より） 

 

（１）本クラブの正会員による会員候補者の推薦 

推薦する会員候補者の氏名を書面に記し、クラブ幹事を通じて理事会に
提出。 

（この推薦は事前に漏らしてはならない） 

 

（２）理事会での審議 【30日以内】 

   候補者がクラブ定款の職業分類と会員資格の条件を満たすことを確認。
推薦状の提出後 30日以内に承認・不承認を決定し、クラブ幹事を通じて推
薦者に通知。 

 

（３）候補者への説明 

理事会承認後，候補者に対して、ロータリーの目的および会員の特典と
義務について説明の後、会員申込用紙への署名を求める。 

 

（４）候補者（被推薦者）の発表 

書面によりクラブ会員に発表。 

 

（５）会員選挙    【７日以内】 

   被推薦者についての発表後７日以内に、クラブ会員の誰からも推薦に対
し理由を付した書面による異議申し立てを理事会が受理しなかった場合、
その人は入会金の納入により会員に選ばれたものをみなされる。 

 理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会
合において票決を行い、異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が
承認された場合は、被推薦者は入会金の納入により、クラブ会員に選ばれ
たものとみなされる。 

 

（６）入会式 

   選挙後、クラブ会長は当該会員の入会式を行い、クラブ幹事はその決定
を RIに報告する。クラブ奉仕委員会（ロータリー情報委員会またはクラブ
研修委員会）は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供し、当該新
会員がクラブに溶け込めるよう援助することを担当する会員を 1 名指名す
るものとする。 
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