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月のロータリーレートは １ドル＝９２円5 ,
２０１０年の規定審議会で審議される立法案について（再）

際ロータリー定款は３年ごとに規定審議会を開きます。その場所は米国イリノイ州シカゴです。国
25 30 2008 12場所の選定は 理事会で定められました。 でです （RI 日時は４月 日から 日ま 立法案の締め切りが 年。

） 。 少し興味ありそうなものを拾ってみますと月 日のものについてのもの31 。 認可されれば より実行2013.7.1
①欠席のメークアップは例会前後３０日とする。
②入会見込み者をクラブ例会に連れて来ると出席クレジットを認める （新会員候補を連れて例会に出席すると一。
回出席が増えます ）。
③ロータリ歴 年または６５才以上ならクラブ会費と出席義務を免除する。15
④例会を月２回に
⑤例会は年６回まで取りやめれる。
⑦ＲＩ創立の２月 は例会を開く。23
⑨地区大会は隔年で
⑩地区大会にＲＩ会長代理出席をやめる
その他 ガバナーノミニー選出の規定 対抗候補者に関する規定の改正案が出ています。
ガバナーの人気を１年から２年にする。

次回は 年 月 日しめきりです。提案を！2011 12 31

各種会合出席者
、 、 、 、 、 、 、★南光州ＲＣ創立４０周年記念例会出席予定者 村田会長夫妻 多田幹事 石丸夫妻 金夫妻 井口 上杉 谷

吉田昭生、申東奎会員 〆切：５／１０
★ラオスＩＴセンター訪問とふれあいの旅 参加予定者 炭谷ラオスプロジェクト委員長、藤間会長エレクト、
宮永次期幹事、木村幸生次期国際奉仕委員長
★東京米山友愛ロータリークラブ チャーター・ナイト
月 日（日） ～ （ ）5 30 11:00 16:00 ¥15,000

出席者：村田会長、木村（幸生）夫妻、石丸夫妻

例会変更
（水） ～ 金沢ニューグランドホテル金沢ＲＣ 6/2 18:00

「チャリティ・オークション」 （水） 休会6/9
（月） 休会金沢東ＲＣ 6/21
（木） ～松魚亭「夜間例会」金沢北ＲＣ 5/20 18:30
（木） ～松魚亭「夜間例会」6/24 18:30
（月） 休 会 （月） ～金沢香林坊ＲＣ 5/31 6/21 18:30

エクセルホテル東急「やれやれ会」
石川ミリオンスターズ応援例会百万石ＲＣ 5/20
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年度例会予定 2009-2010
休会 （法定休日）4/29
木村道明様（ツエーゲン金沢ＧＭ）5/6

「ツエーゲン金沢 世界への道」
※次年度理事役員会

若狭豊会員 （わかさ内科クリニック院長）5/13
「細胞と遺伝子」 ※今年度理事役員
石川ミリオンスターズ応援例会5/20

金沢市民野球場
山崎康子様（書家）5/27
未定6/3

北山吉明会員（北山クリニック院長）6/10
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力強い投球やキャッチャーミットに入る大きなボー
ルの音、バットの打球音は大きく響き、甚だ印象的で
した。

長期天気予報は雨であったが、金沢市
のみ当日の午後は晴れとなった。やや
うら寒い夜だったが、月もでて、雨の
心配は全くなかった。
試合は１点のリードの金沢が途中新潟
に逆転され１－３出リードされたが、
何とか２点挽回し、延長戦となって、

。結局１０回で３－３引き分けであった
中華弁当をいただきながら、久しぶ

りの野球のナイター観戦も良いもので
した。

出席者：多田利明 北山夫妻 竹田父
子 藤間勘菊 西村邦雄 宮永満祐美
石丸幹夫

昨夜はミリオンスターズの応援お疲れ様でした。村田祐一会長挨拶：

昨日、白峰の総
湯の隣にできた
高山植物の花壇
を見に行ってき

回560
（木）2010 5.20

ミリオンスターズ応援例会
金沢市民球場

19/37 51.35%出席率
63.19%４月の修正出席率
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ました。ヒ
マラヤの青
いケシやア
ルプスの女
王駒草など
が咲いてい
ました。
青いケシは
ケシ科メコ
ノプシス 属

。の植物です
「メコノプ
シス」とは
「けしに似た」との意だそうです。
５．２０．ミリオンスター応援例会です。話す時間がないので会長挨拶を会報用にアップします。
１６日（日）地区協議会参加の皆さま、ご苦労さまでした。次期ガバナーの崎山さん、とても良いお人柄のように
お見受けしました。

ロータリー情報－－－－－－－－－－

新時代の「ロータリーの友」 法人化へ
国際ロータリー理事会承認地域雑誌ですが、 その認定条件は ①編集員会の存在 ② ③ Ｒｉ著作権への配慮

に依存しない強固な財政基盤の事務所運営 の他最近は新しく④ が要求さています。損害賠償保険への加入
しかし 任意団体のロータリーの そこで 付けで「一友事務所は法人化しなければ保険に入れません。 2010.3.25

般社団法人ロータリーの友事務所」の設立登記をしました 」。

「 ロータリーの友委員会」 委員長 上野孝 副委員長 安平和彦
設立時社員 黒田正宏 近藤雅臣 久邇邦昭 多田宏 大谷透 野坂定

から 万円以上寄付されても税制優遇はありません2010.7.1 20
までに税制上の優遇措置の専用口座への振り込みを御願いしたくおもいます。しかし、確認されない場6.30

合はその寄付は対象になりません。
しかし、ロータリー財団は これからも日本の皆様が寄付者特典を充実させるように全力をそそぎます。

グレン Ｅ エステス・シニア2010.4

『 ＲＩ理事会がインターアクト会員資格の最低年齢引き下げを承認
2010 5 18 No.428友』インターネット速報 年 月 日

インターアクトプログラムの発展を促していけるよう、国際ロータリー（ＲＩ）の理事会は、インターアクター
会員資格の最低年齢を 歳から しました。14 12 歳に引き下げることに同意

4 25 30 2インターアクト会員資格の最低年齢を引き下げる立法案は 月 日～ 日にシカゴで開催された規定審議会で、
件討議される予定でしたが、 月の理事会決定を受け、立法案は取り下げられました。審議会においては、指導力1
養成プログラムに参加する若年成人による望ましい変化を評価するために、インターアクト・クラブをＲＩの常任
委員会として設置し 「新世代奉仕」という奉仕の第 部門を創設すること、 5
が承認されました。

百万石クラブとインターアクトやローターアクト 韓国光州市を含めて青少年の交流がこ＊
れからも行われるとおもいますが、そのためにも これから青少年の組織を身近に持っていることが必要かもしれ

。 。 。ません 勿論 青少年の得意な会員の入会も大切なことです スポーツ団体や文化団体に顔の利く人です

新時代の「ロータリーの友」 法人化へ
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合はその寄付は対象になりません。
しかし、ロータリー財団は これからも日本の皆様が寄付者特典を充実させるように全力をそそぎます。

グレン Ｅ エステス・シニア2010.4

『 ＲＩ理事会がインターアクト会員資格の最低年齢引き下げを承認
2010 5 18 No.428友』インターネット速報 年 月 日

インターアクトプログラムの発展を促していけるよう、国際ロータリー（ＲＩ）の理事会は、インターアクター
会員資格の最低年齢を 歳から しました。14 12 歳に引き下げることに同意

4 25 30 2インターアクト会員資格の最低年齢を引き下げる立法案は 月 日～ 日にシカゴで開催された規定審議会で、
件討議される予定でしたが、 月の理事会決定を受け、立法案は取り下げられました。審議会においては、指導力1
養成プログラムに参加する若年成人による望ましい変化を評価するために、インターアクト・クラブをＲＩの常任
委員会として設置し 「新世代奉仕」という奉仕の第 部門を創設すること、 5
が承認されました。

百万石クラブとインターアクトやローターアクト 韓国光州市を含めて青少年の交流がこ＊
れからも行われるとおもいますが、そのためにも これから青少年の組織を身近に持っていることが必要かもしれ

。 。 。ません 勿論 青少年の得意な会員の入会も大切なことです スポーツ団体や文化団体に顔の利く人です

地区協議会、ＰＥＴＳについて
、 。 、 、 、 、 。ロータリーは 単年度が原則です 毎年 月には ＲＩも 地区も そしてクラブも すべての役員が交替します7

ガバナーエレクトが、国際協議会の研修を終え帰国すると、今度はクラブの次年度役員の研修が始まります。これ
らの研修会は 「 「地区協議会」と一般に呼ばれていますが、そこでは一体、どんなことが行われているの、 」PETS
でしょうか。地区やガバナーエレクトによって特色がありますが、ここでは基本的な部分を紹介します。
ＰＥＴＳ（ ）Presidents-ElectTrainingSeminar

（会長エレクト研修セミナー）の省略形が「ＰＥＴＳ 「ペッツ」と呼ばれていPresidents-Elect Training Seminar 」。
ますが、文字通り、地区内各クラブの会長エレクト（次年度 月 日からクラブ会長になる人）のための、研修・7 1
教育を行う情報提供プログラムです。

クラブ会長の能力、知識、やる気を育成することが目的となっています。その「目的」を、具体的に『会長エレ
クト研修セミナー（ＰＥＴＳ）指導者用ガイド』Ｐ 「計画と準備」から引用しますと、1

・次期クラブ会長が次年度の会長となるための準備を整える。
・地区ガバナー・エレクトおよび次期ガバナー補佐に、次期クラブ会長の意欲を高め、協力関係を築く機会を与

える。ということになります。
ＰＥＴＳの開催時期は、毎年 月中に、原則として 日半の日程で、行われることになっています。 セミナー3 1

の主催者は、国際協議会で先に研修を済ませてきたガバナーエレクト（次年度ガバナー）です。
ガバナーエレクトは、現ガバナーやガバナー補佐とも協力し、地区研修リーダーに指示してＰＥＴＳを監督しま

す。地区研修リーダーは実際にセミナーを計画し、その実施に責任をもちます。セミナーの指導チームは「資格の
備わったパストガバナー」と、地区委員会委員長で構成されますので、経験豊かな地区の人たちに、一度に身近に
接することができる良い機会ともなります。

研修では、来る年度のＲＩ（国際ロータリー）テーマや、効果的な奉仕プロジェクト、ロータリー財団について
の説明や紹介、情報伝達が行われます。ガバナーエレクトが、国際協議会でＲＩ会長から直接聞いた、新年度のＲ
Ｉテーマに対する思いやその印象、次年度のＲＩ会長の方針など、研修後間もない、ガバナーエレクトの新鮮な話
や方針を直接聞ける、絶好の機会です。

また、クラブ会長の役割と責任の検討、目標の設定、クラブ役員の選定と準備、クラブの運営、新会員の勧誘と
説明指導、ＲＩと地区の有用資源なども取り上げられます。

セミナーの具体的な構成メニューを 『手続要覧 年』Ｐ から引用すれば、、 2007 50
・ＲＩテーマ ・役割と責務 ・目標の設定 ・クラブ指導者の選任と準備 ・クラブの管理運営
・会員増強 ・奉仕プロジェクト ・ロータリー財団 ・広報 ・支援源 ・年次計画と長期計画（ロータリー

章典 ）となります。23.020.3.
こうして、クラブ会長エレクトは、次年度のＲＩテーマを踏まえ、ロータリープログラムを実施する準備が整う

のです。また、このＰＥＴＳにより、クラブ会長エレクトは、新たなるロータリー年度におけるクラブと、地区の
活動を企画し、指導者を喚起し、地区運営についての情報を、クラブに帰って仲間に提供できるのです。

なお、世界では、 つ以上の近隣地区が「多地区合同ＰＥＴＳ」を実施する場合もあります。多地区合同ＰＥＴ2
Ｓ主催グループは、必然的に多数の協力者が得られるので、バラエティーに富んだ講演者を迎えることができます

、 、 、 、し 次期クラブ会長に地区を超えた視点を提供し 効果的なクラブ指導のための 多岐にわたる方策を発案できる
という利点もあります。

『ロータリーの友』 年 月号掲載2005 3
参考・引用 『手続要覧 年 『会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）指導者用ガイド 『地区協議会指導2007 』、 』、
者用ガイド』など。その後の変更を修正。


