
⑦定款の重要性を理解し、じっくり読んでほしい、特にクラブ研修会ではまずは定款を取り上げてくだ

さい。 

⑧細則についてもRIの標準細則が手続要覧の中にあり、定款で規定された根本的な考え・理念・活動内  

 容をもとに各クラブで具体的な内容を盛り込んで作成できるものです。理事会で随時変更が可能でク 

 ラブの事情に合わせて条項等を盛り込むことができる。 

⑨クラブの理事会は重要な要素であり、意思決定機関で独立機関ではある。しかしRIの提示する定款を 

 守ることそしてRIの加盟会員であることからRIの推奨事項等を意識する必要があります。 

 ただし、このRIの推奨事項・重要事項・重点事項ついては全てを実行するわけではなく、クラブに  

 あった事項を実行することができる。 

⑩地区はRIの一部であるため定款がありません。地区はRIの定款に基づき行動しています。 

 また、ガバナーはRIの役員（管理役員）でありガバナーはRIの役員としてクラブを見ています。各地  

 区のガバナーは担当地区でRIの考えを広めること、各クラブの活性化を図ることを目的に活動してい 

 ます。 

 

  This Certifies that the Rotary Club of 
         Matsudo North Chiba Japn 

having been duly organized and having 

agreed,through its officers and members,to be 

bound by Constitution and Bｙ-Laws of Rotary In-

ternational,which agreement is evidenced by the 

acceptance of this certificate,is now a duly admit-

ted member of Rotary International and is entitled 

to all the rights and privileges of such member-

ship.IN witness whereof the seal of Rotary Inter-

national is hereto affixed and the signatures of its 

officers,being duly authorized,are subscribed here-

to this twelfth of April,1973 

 

 

 日本の千葉 松戸北でロータリークラブの活動をおこなうクラブであることを認証します。 

ＲＩは、役員と会員がＲＩの定款と細則を守ると言うことを条件にして、このクラブを国際ロータリー

の正式な加盟会員と認めることと、会員としての地位からなるのすべての権利と特権が与えられるこ

とを当認証状によって保証します。 

 右証拠として国際ロータリーのシールがここに添付され、その正式に認められた役員のサインが1973

年4月12日ここに署名された。 

《会報編集委員》大川高明・織田 証・髙橋 修 社会奉仕基金 2,601円 
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＜クラブ協議会：小澤盛明会長＞ 
 

 

 

   国際ロータリー第2790地区第12分区 
 

松戸北ロータリークラブ 

2015－2016年度 

四つのテスト 

 

言行はこれに照らしてから 

１・真実かどうか 

２・みんなに公平か 

３・好意と友情を深めるか 

４・みんなのためになるかどうか 

 

 

第2074回 例会 2015年9月1日(火) 

■国際ロータリー会長 K.R.ラビンドラン 

■第2790地区ガバナー        櫻木英一郎

■第12分区ガバナー補佐     杉浦 昌則 

■松戸北ロータリークラブ会長 小澤 盛明 

■松戸北ロータリークラブ幹事 髙崎 卓哉 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週火曜日12：30より（第1例会18：30） 

松戸市根木内117-1「一幸・松戸根木内店」    

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101 

047-711-5950 / 047-711-5910 

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 



 

 

 

 

  

                                                     WEEKLY  REPORT 

＜会長挨拶・報告：小澤盛明会長＞   

本日は、ガバナー公式訪問ということで 櫻木ガバナー・梶原幹事長 遠いと

ころへお越し頂き有り難うございます。また、杉浦ガバナー補佐・関口補佐幹

事におかれましては、いつもご足労おかけしまして、感謝申し上げます。 

 当クラブも メンバー全員のご協力により、新しい会員が増えてきておりま

す。本日櫻木ガバナーの卓話を頂戴し、ロータリーへの理解が深まるよな機会にして頂けれ

ばと思います。 

 また、例会終了後のクラブ協議会においては、櫻木ガバナーを囲んで よりいっそうロー

タリーを理解できるように 皆さんでディスカッションしたいと思いますので、最後まで 

宜しくお願いいたします。 

＜第２０７４回：例会プログラム＞  
18:30 点鐘                   小澤盛明会長 

     ロータリーソング斉唱  

     【♪君が代 ♪奉仕の理想】 

18:33 お客様紹介                森谷充伯会長エレクト 

18:35 会食 

18:55  例会再開 

       会長挨拶・報告              小澤盛明会長 

    幹事報告                 髙崎卓哉幹事 

19:00 ガバナー公式訪問 卓話 

     国際ロータリ第2790地区 2015-16年度 ガバナー 

                        櫻木栄一郎様 

19:25 【委員会報告】 

         ■社会奉仕委員会  社会奉仕基金発表  大川隆永委員長 

     ■ニコニコ委員会  本日のニコニコ発表  髙橋修委員長   

19:30 点鐘                                   小澤盛明会長 

 

19:40 クラブ協議会 

21:00 クラブ協議会終了 

本日のお客様 

国際ロータリ2790地区 ガバナー        櫻木 英一郎 様 

国際ロータリ2790地区 地区幹事長       梶原  等  様 

国際ロータリ2790地区12分区 ガバナー補佐   杉浦 昌則  様 

国際ロータリ2790地区12分区 ガバナー補佐幹事 関口 貴之  様 
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＜幹事報告：髙崎卓哉幹事＞ 
 【例会休会と変更のお知らせ】 

◆松戸ロータリークラブ 

  平成27年9月23日（水）は定款第６条第１節により休会  

◆松戸中央ロータリークラブ 

  平成27年9月10日（木）は夜間例会に変更 点鐘18：30  場所：兆福房 

◆「韓国で世界とつながろう」参加御案内 

  2016年5月28日～6月1日 ソウルにて （12月25日までに登録すると早期割引が適用されます） 

◆秋の市内一斉清掃の実施とご依頼 

  2015年10月25日（日）8:45 集合（松戸駅西口デッキ） 

◆松戸中央ロータリークラブより活動計画書が届いています。 

＜卓話概要：国際ロータリ第2790地区2015-16年度ガバナー櫻木英一郎様＞  

ガバナーより例会前の会長、幹事、次年度会長、幹事、クラブ研修リーダーとの会

合で意識の高いクラブとの評価を頂きました。 

 

本日は主に定款と委員会構成について卓話を頂きました。 

桜木ガバナーは2790地区84クラブのクラブ訪問前には必ず活動計画書を確認し、そ

の日の話の構成をしており本日は定款・細則についてお話頂きました。 

定款・細則について 

①各クラブの定款はほとんどRIの定款に沿っていない。 

②まずはクラブの意味合いを理解してください。 

 クラブはRIの会員であり我々はRIの会員であるクラブの会員である。（ワンクッションある） 

 RI定款は手続要覧の黄色いページの後半掲載されている。その他My Rotary等いろいろなところに

掲載されている。 

 クラブは発足時にチャーターナイト（認証状伝達式）で認証状を授与されRIの正式会員となる。 

 この認証状が、クラブがRIの会員であることの唯一の証拠である。 

 

③RI会員の各クラブはRIの定款及び細則を守らなければならない。 

④定款についてはそのまま掲載しなければならない。 

 RIの定款は3タイプのクラブ共通で使える内容になっている。 

・従来のクラブ 

・Eクラブ（インターネットクラブ） 

・サテライトクラブ 

 松戸北ロータリークラブ定款は部分的な誤りで第2・3条が3タイプの掲載がなく誤りで、第6・9条 

 3タイプのクラブの掲載があり正しい。 

 3タイプを掲載し該当するクラブにチェックを入れるがチェックしないクラブについては削除して 

 はならない。 

 ※3タイプを掲載する理由はRIが3つの形のクラブを認め、3つの形とも1つのロータリークラブであ  

 り全部のクラブがRIの加盟会員であることを確認することである。 

 全世界34,000のクラブが同じ定款を持つという事が、ロータリークラブは同じコンセプトで活動し  

 ている証になっている。 

⑤本来の名称は「ロータリークラブ OF 松戸北」が正しく、松戸北という地区でロータリー活動を  

 するクラブである。クラブは認証状にある内容を守ります。それでロータリーという名称及びロゴ 

 マーク（歯車）の使用が許可されている。 

 認証状があるという事、またRIとの関係を示すのが定款である。よって定款は重要なものでありRI  

 とクラブは直結しており、クラブと直結している会員もRIと直結していることになる。 

⑥クラブは同じ定款で活動しておりメイキャップで他クラブの例会に参加しても出席が認められてい 

 るのはそのためです。 


