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国際ロータリー会長 HOLGER KNAACK             Rotary Opens Opportunities 

      ホルガー クナーク       テーマ  ロータリーは機会の扉を開く 

  ＊例会日  木曜日  １２：３０                 ＊事務所 １０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５ 

  ＊例会場  ホテル  ニュ－ オータニ                                     得水ビル 2階 202号 

  ＊創  立  １９９２年９月１７日（平成４年）       電  話  東京０３（３２６５）８５９７番 

  ＊会  長 大竹章裕   幹事 坂田生子            ＦＡＸ  東京０３（３２６２）５２７９番 

  ＊会報雑誌委員会 委員長/森田建二 副委員長/佐藤香織･吉岡幸志 委員/今井千晶､熊川貴昭､馬渕知子､山口妙子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３月２５日 第２３回例会（通算１２８７回）  会場：舞の間 

１．出席者 会員   ４７名 

  司会        久保田優子会員 

２．開会の辞・点鐘   大竹章裕会長 

３．ビジター紹介    なし     

４．会長挨拶      大竹章裕会長 

クリスマス家族会から数えて三ヶ月ぶりの再開となりました。皆様の

ポストへ会長幹事より年賀の粗品を支度しましたが、すっかり水も温

み六日の菖蒲、十日の菊といった間抜けな風情で恥ずかしく思います。

ご笑納頂ければ幸いです。 

さて本日は定款細則フォーラムをこのあと行います。人間が他の生 

物と際だって違っている点は、「言語で世界を構築し 

ていること」に尽きます。（ここに赤い薔薇があったとして）赤い薔薇はそのままでは存在しません。私

たちが「赤い薔薇がある」と認識し、それを言葉でほどいて初めて存在するのです。 

何か思いついたが、良い言葉が見つからず悶々とすることがありま 

す。それはそのことを物語っています。 

その言い方からすれば、「紀尾井町ＲＣという名称およびルール」が存在しなければ、我がクラブも存在

しないことになります。ルールがない私的な集まりがいつの間にか消えていると言うことは皆さんも経験

なさっているのではないでしょうか。 

繰り返します。人間は「ことばで世界を創っている」のです。今日のフォーラムの題材である紀尾井町の

ルールは誰か偉い人からのくだされものでも、他人事でもありません。私たち自身が創るべきルールです。

しかもそこには先輩方の智慧と経験も詰まっています。黙ってやり過ごせば勝手に終わるだろう、ではな

くぜひとも積極的に耳を傾け、意識を入れ、自分ならこう思うと自らの言葉でほどいて頂けたらと思いま

す。もっとしあわせで居心地の良いクラブ作りに全員の力を合わせましょう。 

では今週も皆さんがしあわせでありますように。ビーハッピー！ 

・新入会員バッチ授与    

 ・髙橋裕樹会員 

  皆様初めまして。私は弁護士をしておりまして、今、13 年目を迎えます。大竹会長、久保田さんのご

紹介で今日この場に立たせて頂いております。昨年末に「入会させて頂きたい」と言うお話をさせて

頂いてからコロナ等も有りまして、今日初めて、こういったリアルな会に参加させて頂いております。 

                                                                   

４/１  ２４回例会予告    麗の間  ４/８第２５回  ４/１５ 第２６回例会予告  麗の間 

 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ「定款・細則改定について」    地区大会振替休会     「イニシエーションスピーチ」 

     定款細則委員会 

新入会員 髙橋裕樹さん 



 

簡単に私のご説明をさせて頂きますと、弁護士と先ほど説明致しましたが、弁護士の方がこの会には

すでに７名いらっしゃるということで、そこに無理矢理ねじ込んで頂きましたので、むしろ弁護士で

はなくてユーチューバーとして覚えて頂ければと思っております。橋本徹さんなどの著名な弁護士も

含めた弁護士の登録者ランキングで今日の時点で７位です。なのでまぁまぁ見て頂いているかな？と。

参考までに僕の名前で検索して頂くとＮＨＫをぶっ壊すの立花さんの事件等もやっておりますので、

Ｎ国の人間ではないかと思われる方もいるかと思いますが、断じてそのような事は有りませんのでご 

安心下さい。これから毎週、出来る限り参加させて頂きます。又、名刺交換をさせて頂きまして、興

味の有るお仕事をされている方が非常に多いので、ぜひお話をお伺いさせて頂きたいというのが、現

時点での感想です。機会が有りましたらぜひお仕事のお話など聞かせて頂ければと思います。今後と

もどうぞよろしくお願い致します。 

 ・米山功労者表彰 

  米山功労クラブ表彰 19回 

  第２回マルチプル  深尾一郎会員 

  第４回マルチプル  渡邊俊一会員 

  第５回マルチプル  小島清治会員 

 ・誕生祝い品贈呈 

    １月  坂田生子君（6日）西脇 修君（18日）  計２名 

    ２月  垣見裕司君（4日）、佐々木裕子君（10日） 

深尾一郎君（11日）、川端定則君（19日） 

武藤 正君(24日）、江口英彦君（28日）  計６名 

    ３月  石川隼一君（１日）、三村智恵子君（2日） 

小泉 始君（3日）、宇田川燿平君（3日）、渡邊俊一君（3日）、大島 幹君（8日）、 

髙橋裕樹君（9日）、金田康男君（13日）、浅見 亨君（19日）、西岡孝志君（22日）、 

奥寺邦俊君（26日）               計１１名 

 

５． 幹事報告               坂田生子幹事 

  ①週報、ロータリーの友 2冊（1月、2月）、ガバナー月信 2部（1月、2月） 

大竹会長、私（坂田幹事）よりのお年賀、 

会員名簿８名分配布致します。 新入会員３名（井上麻矢、佐々木裕子、高橋裕樹会員）住所変更等５

名（衛藤重豪、池尾彰彦、石川隼一、中村俊輔、高橋ゆき会員） 

②卓話リスト登録のご案内 

   他クラブに赴いて卓話をしたい方は、こちらにぜひ登録をして下さい。主題は何でも結構です。登録希

望の方は、事務局までお申し出下さい。締切は 4月 8日 

③クリスマス家族会ご欠席された方は、お土産をお持ち帰り下さい。 

④守重会員より女性会員の皆様にホワイトデーのプレゼントを頂戴致しました。いつも有難うございます。  

壊れ物ですのでお気をつけてお持ち帰り下さい。万が一破損されていた場合は、お取替え下さるとの事

です。 

  ⑤次々週、4 月 8 日は、地区大会のため、例会は開催されません（振替例会）。お間違いのないようよろ

しくお願い致します。 

１月お誕生日の皆様 

 

米山功労者  

深尾一郎会員 渡邊俊一会員 

２月お誕生日の皆様 

 

３月お誕生日の皆様 

 



 

７．ニコニコボックス発表      茨田浩之会員 

８．卓話    クラブフォーラム「定款・細則改正について」      定款・細則委員会 

  ・金丸精孝委員長 

  皆様こんにちは。きちんとした説明は後程、橋本委員よりご説明頂きます。弁護士が規則の話をすると言

うのは絶対に面白くないというのは良くわかっておりますが、お耳をちょっと貸して下さい。 

  ポイントとしては、私はこういうことがポイントだと思っています。 

今、うちのクラブと地区との関係を見た時に、地区が上ではないですよね。地区というのはロータリーク

ラブのために協力してくれるところ。必ず何かをして貰いたいなと思っても地区のガバナーは「推奨しま

す」と言います。「こうやれ」とは言いません。それが本来のロータリーの有り方だったと思うのです。

ロータリークラブがシカゴで一つ出来て、段々、全米に増えて、そしてこの国際ロータリーみたいな物が

出来てくる訳です。そうすると段々、上の方に権力が固まって来て、そこが実はロータリーが劣化する元

にもなっているということで、今、実は、各ロータリークラブの定款については「基本的に国際ロータリ

ーが決めた内容をそのまま受け入れなさい」と言うところまで来てしまっています。それは、当クラブが

作った当初の定款とはだいぶ変わって来ています。そこで、それを直さなくてはいけない、という事から

この委員会が出来たという風にご理解下さい。 

ただ他方で、それは国際ロータリーの規定審議会というところが有って、そこで規則を作って行って、ド

ンドン変わっていってしまうのです。これは我々と関係のない上の方でやられてしまう訳です。メンバー

はもちろん各地区から代表が出るのですが、それに対して私達は何も言えないのか？ということですが、

実は違います。決議がされて、その連絡が来た時に「それではいけない」となれば反対の意思表明が出来

ます。その反対の意思表明をしているロータリークラブが有効ロータリークラブ数の中の 5％を超えたら、

実はその決定が止まってしまうのです。そんな事が過去に有ったのかというと、当クラブも反対して止め

ようとした事が有ります。日本中のロータリークラブが反対してくれれば確実に止まったのですが、中々、

そこまでは行かなかったのです。確か、はっきり記憶していませんが、職業奉仕の位置を低くしてしまう

というような決定をした時に｢それはおかしいじゃないか」と言うことで反対をしたと言う記憶が有ります。 

そういう意味で、我々にもそれを押し留める権限が有るのだと言う事をご理解頂きながら、今日の細かい

橋本先生のご説明をお聞きして頂きたいと思います。 

話は元に戻りますが、ＲＩ（国際ロータリー）が力を持って来たという事自身も問題なのですが、その後、

今度はいわゆるファンディングを作ってしまった。そのファンディングが今は力を持って、そのファンデ

ィングの為に「どうやって金を集めるか」「集めるためにはロータリーの入会基準をどうすれば良い」と

言って、ドンドン間口を広げて行く。それは良い事でも有るのですが、僕的には「違うのだ」と思います。

そういう意味で、今の流れというのは、徐々にですが、ドンドンドンドンちょっと変な方向に行って行く

可能性が有る。そういう意味で皆様方にいちいちチェックをして頂きたいという風に考えているのが、私

の序論でございます。次は橋本先生に卓論に入って頂きます。 

・橋本吉弘委員 

皆様こんにちは。定款・細則委員会は先ほど金丸委員長よりご説明が有りましたように定款・細則の検討

に入って、1回大体 2時間位の Web会議を 4～5回やりまして、その間コロナウィルスが有って、中々集ま

りが出来ない状態だったのですが、皆様の協力が有ってここまで来れました。今日の日も石川プログラム

委員長にご無理を言って組んで頂きました。有難うございます。それでは各論の説明に参りたいと思いま

す。（配布資料参照）           

９．閉会の辞   大竹章裕会長 

  本日のフォーラムは大変大事な事なので、折角ですから次週もう１回開いて頂きたいと思います。 

  皆様、如何でしょうか？皆様のご賛同を頂きましたので、次週、委員会の皆様、どうぞよろしくお願い致

します。 

 

                                                  

３/２５お客様   なし 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【にこにこボックス】             本日の合計 172,000円（33件） 累計 2,109,000円（678件）

坂田 生子君：本人誕生日。1 月誕生日でした。Ｐ

ＣＲ陽性というプレゼント付きのバ

ースデー忘れられません。皆様とお

目にかかれることが出来て心から幸

せに思います。 

渡邊 俊一君：本人誕生日。橋本様、定款・細則委

員会「改正案のご説明」よろしくお

願い致します。3 月 3 日誕生日でし

た。 

奥寺 邦俊君：本人誕生日。最後の 50 代の 1 年を

楽しみます。明日が誕生日です。 

林  裕人君：子女誕生日。先月の今日、息子誕生

日。小学 1 年生。無遅刻、無欠席で

頑張りました。 

金丸 精孝君：子女誕生日。二女の誕生日。当財団

最初の交換留学生バネッサの 3 女が

2月に誕生。 

大竹 章裕君：皆様、今週よりまたどうぞ宜しくお

願い致します。（10回分） 

深尾 一郎君：お久しぶりです。ズームより生がい

いです。 

中瀬 賀暁君：お久しぶりです。楽しみにしてまし

た!! 

久保田優子君：皆様にお会い出来て嬉しいです。 

前原 秀一君：久しぶりのリアル例会ですね。 

橋本 吉弘君：本日は卓話、どうぞよろしくお願い

します。 

宗田 裕司君：久し振りの例会。満開の桜と満開の

皆様の笑顔に心が和みます。リアル

例会が引き続き開催できることを願

います。 

江藤 昭子君：今年初めてお会い出来る会員の方々

の笑顔に触れ、うれしい限りです。 

石川ヒロ子君：皆様！お久しぶりです・・・お元気

な笑顔にお会い出来て嬉しいです。 

手島 京子君：本日は会員の皆様と直接お会い出来

るのを楽しみにしております。 

目代 純平君：皆さん、ご無沙汰しています。また

リアル例会、嬉しいですね！ 

宮地 勝美君：今年初めての例会出席です。よろし

くお願いします。 

中村 俊輔君：今日からまた楽しいロータリー生活

が始まります。 

西岡 孝志君：リアル例会を楽しみにしていました。 

今井 千晶君：皆様にお久しぶりにお会い出来嬉し

いです！！ 

中島  聡君：お久しぶりです。リアル例会楽しみ

ましょう。 

西脇  修君：皆様、久し振りです。 

井上 行央君：皆様ご無沙汰しております。 

金井 繁晴君：コロナ、コロナ、飛んでゆけ。 

守重 知量君：その他。 

衛藤 重豪君：寸志。 

茨田 浩之君：寸志。 

林 ひろみ君：寸志。 

平島 有希君：寸志。 

石川 隼一君：寸志。 

松島  寛君：寸志。 

齋藤  学君：寸志。 

渡邉 藍子君：寸志。 

【米山財団寄付】  

堀内 雅史君：その他。 


