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①出席委員会の委員長 下田
です。副委員長は篠宮会員、
委員は田原会員、三国会員
です。
任務として
１．クラブ例会及びその他あ
らゆるロータリー会合
（地
区大会･IM･及び国際大会
等）への出席を奨励する。
２．クラブ例会に欠席する場合、他クラブの例会
に出席して補填（メークアップ）をすること
を奨励する。
３．上記の他、会長もしくは理事会から付託され
た職務を行う。
目標として
クラブ例会の出席率100％になるよう、出席委
員全員の責任において努力する。
具体的目標
１．クラブ例会会場には必ず「出席表」を掲示
する。
２．クラブ会報に、出席に関する情報･記事を
掲載する。
３．本クラブ定款、第９条（出席）を遵守しな
ければならないが、出席規定に抵触しそう
な会員には、事前に直接本人と連絡を取り、
出席を促す。
４．移動例会のときは、プログラム委員会、又
は他の関連委員会と密接な連絡を図り、的
確な案内により出席を奨励する。
５．毎月第２例会の出席率発表のとき、前月の
平均出席状況を発表する。
※

本クラブ定款第12条（会員身分の存続）第
４節 （終結−欠席）
名誉会員を除く会員は、下記の場合「会員
身分」を自動的に終結する。
１．連続４回例会に出席せず、メークアップを
していない場合。
２．ロータリー年度の各半期間の出席率（メー
クアップを含む）が60％以下。
３．ロータリー年度の各半期間において、例会
出席総数の30％が本クラブでない場合。

６．クラブ例会の出席率が100％（メークアップ
を含む）の会員を表彰する。

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。
出席委員会
この委員会は、すべてのクラブ会員があらゆるロータリ
ーの会合に出席すること （これには、地区大会、都市連
合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる ） を
奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に
本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席でき
ない場合の他クラブ例会への出席とを奨励し、全会員に
出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき
奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確
かめてこれを除去することに努めるものとする。

第12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、会員は出席義務規定の免除が与えら
れ、一定期間に限り本クラブの例会出席を免除される。
（注：このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防
ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出
席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブ
の例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記
録されなければならない。但し標準ロータリー・クラブ定款
の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算
入されない）

◆皆勤者に聞いてみました。
Ｑ：何故

皆勤を続けるのですか？

湯本会員
〜入会１年目は準皆勤、以降

Ａ：①ＲＣは例会そのものがＲＣだと思う。そう
いう認識で入会した。メインの仕事が幕張
なので、住まいがある松戸の人たちと交流
する機会がなかった。
②子供の頃から、ずる休みばかりで、あまり
学校に行かなかった。このことから、せめ
て、ＲＣは皆勤しようと思っている。
③人の集まるところが好きである。これから
も皆勤を続けたい。
松本会員
〜入会より５年連続皆勤、当初２年間はメーキャ
ップなしの皆勤〜
Ａ：①入会時より、例会出席が義務であると認識
している。皆勤を続けることが、自分なり
の目標である。また、それ以上はない。
②週に１回毎週 仲間に会える。
林会員
〜入会１年目

松戸ロータリー・クラブ

４年連続皆勤〜

準皆勤

２年目４年目皆勤〜

細則

第11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

Ａ：①入会時 例会は必ず出席するものと教えら
れた。
②例会を休む理由がない。
③例会が楽しい。
− ２ −

７号議案
８号議案

こんにちは。
松戸では、８月らしい陽気
が戻り夏の暑さが厳しくなり
いつもの夏のような感じです
が、福島県ほか東北では洪水
やら放射能による牛肉問題な
ど、いまだに問題解決の兆し
も見えないようです。
今後、松戸ロータリー奨学
金を避難者子弟に支給するなど、出来うる支援を
考えていきたいと考えています。
夏祭りというと祇園祭を思い浮かべる方もおい
でかと思います。祇園祭とか天王様とかいうお祭
りは八坂神社をはじめ八雲神社、氷川神社などの
ご祭神である「スサノウノミコト」を祀る神社の
お祭りで、夏の疫病よけ健康祈願の祭りです。
松戸神社の夏越の大祓の「茅の輪」もスサノウ
ノミコトの伝承からきており、尊が行き暮れて宿
を乞うたところ大金持ちであった巨旦将来は拒
み、貧乏であった蘇民将来は出来る限りのおもて
なしで迎えたところ、尊の教えにより疫病流行の
際に「茅の輪」をつけて蘇民将来の子孫は難を逃
れたとあって、疫病よけのご利益があります。
旅行などで、家の入口に「蘇民将来」と書かれ
た護符のようなものをご覧になられましたら此れ
からきているのかと思ってください。
困った人にはできる限りのことをしなさいとい
う、伊原前会長の「積善の家に余得あり」の教え
のもとになったような話でもございます。

１号議案
２号議案

３号議案
４号議案
５号議案
６号議案

前年度決算承認の件
原案通り承認。
55周年事業の件
11月９日 、ホテル・ザ・マンハッタ
ンにて松戸ＲＣ創立55周年記念例会を
開催。
招待者-天和ＲＣ、名誉会員、夫人の
会。クラブ協議会第３週へ変更。継続
審議
９月プログラムの件
代理中澤幹事より説明、承認。
松戸宿坂川献灯まつり広告費支出の件
原案通り承認。
日赤への寄付の件
原案通り承認。
大川会員出席義務規定の免除の件
出席免除書面提出条件にて承認。

被災者支援の件
常盤会長より説明。継続審議
2012-13年度地区幹事として伊原清良
会員を推薦。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①本日例会終了後、理事会
がございます。該当する
役員の方はご出席願いま
す。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①９月12日 、地区主催の記念ゴルフ大会が木
更津ゴルフクラブにて開催されます。（締切
８/10、先着200名）
②山田ガバナーよりガバナー公式訪問における
お礼状が届いております。
③麗澤大学中山学長より暑中見舞が届いており
ます。
３．他クラブ会報・その他
特にありません。
４ 例会変更の連絡
・松戸中央ＲＣ
８月11日 の例会は定款第６条第１節により
休会
・松戸東ＲＣ
８月12日 の例会は定款第６条第１節により
休会
８月26日 の例会はチャリティ夜間例会に変
更
点鐘 18：30
場所 伊勢丹 11Ｆ バンケットルーム
・市川東ＲＣ
８月16日 の例会は定款第６条第１節により
休会
８月23日 の例会は夜間例会に変更
場所 屋形船 たかはし丸
８月30日 は通常例会
（第５週目は夜間例会としておりますが、ガ
バナー訪問２週間前にあたり、通常例会と
します）
・松戸北ＲＣ
８月16日 の例会は定款第６条第１節により
休会
８月23日 の例会は移動例会
点鐘 12：30
場所 びわ亭
５．その他報告
特にありません。

− ２ −

会員52名
出席40名
仮欠12名
【入会】島村俊充君
平成13年8月1日（10年）

【入会】小林 登君
平成17年8月3日（6年）

【入会】待山克典君
平成17年8月3日（6年）

鎌倉 康裕君
大川 吉美君
太田原慎一君

草野
森田
田原

三国
安井
松本

東京小石川ＲＣ
松戸中央ＲＣ
松戸北ＲＣ
松戸北ＲＣ

大吾君
克一君
幸夫君
君

進君
雅久君
晨暁君

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名
島村
川並
浅井

善行君
芳純君
利明君
７月29日
７月14日
８月１日
８月１日

、
【入会】土
肥伸一郎君
平成21年8月5日（2年）

本日出席率
劉

【入会】篠宮 功君
平成22年8月18日（1年）

義務会員43名
義務会員34名
義務会員 9名

薇様

79.60％
米山奨学生

【誕生】松葉則明君 17日

土、屋亮平君／今月の三十日、満八十歳。見出度も
あり、目出度もなし、か？
島村俊充君／入会記念のお祝いをいただき、あり
がとうございます。これからもよろしくお願いし
ます。
、屋亮平君 30日
【誕生】土

■入会記念日

■会員誕生日

■ご夫人誕生日

待山克典君／入会のお祝いありがとうございま
す。今年度は増強委員長として頑張りますので、
会員の皆様も増強にご協力下さい。

大川

吉美君

平成13年8月 1 日（10年）

森田

雅久君

平成15年8月 6 日（ 8 年）

鎌倉

康裕君

3日

島村

善行君

16日

小林 登君／早いもので６年目となりました。こ
れからもよろしくお願いします。

田原

加琳様

1日

太田原美香子様

21日

土、肥伸一郎君／まだ２年目のかけ出しですが、こ
れからもよろしくお願いします。

松葉則明君／バースデープレゼントをいただき、
ありがとうございます。

篠宮 功君／早くも１年がたちました。今後共よ
ろしくお願い致します。
ニコニコBOX

当日￥ 40,000 累計￥ 223,000

財

当日￥ 3,549 累計￥ 20,307

団BOX

文責／橋口
− ４ −

