
例     会 

■ 開会点鐘

■ ロータリーソング「奉仕の理想

会 長 挨 拶 

会長 舟元 英一 様 

皆様、こんにちは。次回２月１日の夜間例会は雪見の会がみや川様

で行なわれます。大いに飲み楽しんで、親睦の実を深めていただきたいと考えています。

親睦の皆さま方には、いつもながらお世話になりますがよろしくお願い致します。

 ところで、昨年開催された RI の規程審議会で、例会の頻度、場所、方法や会員の種類、入会金の

定め等クラブ運営に大幅な柔軟性を認める決定がなされたことは、私のあいさつの中でも紹介して

きましたし、ロータリの友等にも掲載されていましたので既に、皆様方におかれましてもご承知の

ことと思います。 

そして、昨年１２月１８日（日）南砺市で当地区の規定審議会情報交換会が開催され私と石澤エ

レクトが出席してきました。本開催が師走の多忙の時期とも重なりご報告が少々遅れましが、本日

その会議の結果等をご報告させていただきます。

会議は、全体を五グループに分けファシリテート方式でガバナー補佐等が進行役として今回

ータリークラブ定款で修正が加えられた主要な関心部分、つまり例会の頻度、会員の種類、入会金

の定め等についてグループ討議を行い最後にまとめを発表する方法で行われ、私どものグループは、

石澤さんが発表されたわけです。

さて、規定審議会決定情報については、詳細自体を出席者自体も十分に把握しきれてない状況で

の意見交換会ということで、率直にいって十分に掘り下げた議論にならずやや消化不良で終わって

帰ってきたような感が致しています。

しかしながら、今回意見交換会で初めて気づいた気付きの部分を皆様にお知らせしておく必要が

あると思いますので以下にお知らせさせていただきます。

まず、入会金の定めについてであります。今回規程審議会にお

ークラブ定款から明確に削除され、会費のみの定めになっています。この点が、今回意見交換会で

一番の問題事項として取り上げられ議論が沸騰したところであります。この点については地区の方

でも明確な回答を持ち合わせていないようでしたが、

ークラブ細則（例示）を出しており、その中で会費の徴収パターンを３パターン設定しその内の一

つに入会金を徴収してもよいという定めを示しています。従って、私自身は、クラブ定款は、次年

度以降修正しなければいけませんが、入会

うことであろうと考えます。したがって、入会金の徴収については、年会費の徴収の中でどのよう

な位置づけをするかクラブ内で協議する必要があろうと考えています。

また、会員の種類についても、RI

会員、準会員、家族会員、シニア会員、賛助会員等多様な会員の種類を設けることを認めています。

これらは、正会員のサブカテゴリーですから

会費、つまり、クラブ会費、地区賦課金、食

られることになっています。 
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今回規程審議会の決定は、標準ロータリークラブ定款の現行規定に変更を加えるものでないと言

っているように主として例外規定（ただし、入会金の規定は削除）を設けてクラブ運営に修正を加

えた結果、各クラブの裁量幅が増えた半面、解釈的にも非常に分かりづらくなった気がいたしてい

ます。 

したがって、私は、入会金の徴収以外は、クラブ細則を既存のままで運用しても差支えないと考

えていますが、各クラブ部の定款については修正箇所を修正し、その上で細則に関する変

ては、協議の方法はともかく、クラブの立ち位置を見定め、また、既存会員とのバランスをも考慮

し、また、中長期的なクラブのビジョン等も踏まえた上で判断されるのがよいのではないかと考え

ているところであります。 

幹 事 報 告 

榎本 いずみ 副幹事 

ニコニコボックスにて書き損じはがき収集キャンペーンを行っており

ます。皆様の事業所・ご家庭で年賀状などの書き損じはがきがありまし

たら、ご持参ください。 

委 員 会 報 告 

クラブ管理運営委員会 吉田康志

 来週は雪見の会です。みや川さんでおいしいものをいただきな

がら、楽しみましょう。 

半期会計報告 

会計：   長門 達志 様

会計監査： 中川 修一 様

全員の拍手を持って承認を得ました。

会 員 卓 話 

千田 利明 様 

皆さんこんにちは。日頃より北陸信用金庫

いうのは法律で営業地域が届け出の範囲と決まっています。

おります。地方銀行はどこへでも支店を出してもよいですし、お取引ができるのですが、信用金庫

は地元のお金を集め、地元で貸すということで、この地域が潤わない限り、私共の商売ができない

ということです。 

さて、県内で昨年度一年間で特殊詐欺の被害額が

特殊詐欺にも地域による性格があります。関西のほうが「もうかる」という還付金詐欺が多いと

県警の方がおっしゃっていました。

私も粟津支店にいるころ 2件の詐欺
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ニコニコボックスにて書き損じはがき収集キャンペーンを行っており
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吉田康志 様 

雪見の会です。みや川さんでおいしいものをいただきな

全員の拍手を持って承認を得ました。

北陸信用金庫をお使いいただきありがとうございます。

法律で営業地域が届け出の範囲と決まっています。当金庫はかほく市から加賀市となって

おります。地方銀行はどこへでも支店を出してもよいですし、お取引ができるのですが、信用金庫

で貸すということで、この地域が潤わない限り、私共の商売ができない

さて、県内で昨年度一年間で特殊詐欺の被害額が 3億 7千万です。驚くべき金額です。

特殊詐欺にも地域による性格があります。関西のほうが「もうかる」という還付金詐欺が多いと

県警の方がおっしゃっていました。

件の詐欺の対応をしました。 
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いずれも女性の方です。1件はお母さんと娘さんが二人で

振り込もうとしていました。2回にわけて振り込もうとされていたのです

が、慌てていてそのうち１回を振込先口座番号を

きがうまくいかなかったので、窓口に相談してきました。よくよく話を

聞いてみたら、お父さんが交通事故にあってお金が必要だといわれたと

のこと。当時は今ほどオレオレ詐欺

て、すぐにお父さんに電話してもらって、騙されたことがわかりま

した。60歳以上、一人暮らしの女性の方が本当に多いです。男性の

ほうが若い頃からきっといろいろと街で騙されてる経験があるので

人を信用してないからなんじゃないのかなと個人的には思っていま

す。家族のきずなでオレオレ詐欺を防いでほしいです。一番いい

は留守番電話機能を ONにしておき、知らない電話には出ないことで

す。詐欺も最近は一人でやっているのではなく、組織化してやって

いて巧妙です。警察といたちごっことなっています。私、絶対騙され

ないという方ほど騙されます。あと、地元の金融機関を利用すると、

窓口でいつも顔をあわせている職員が、

がうわ」なんて気が付くことが多いです。そんな意味でも身近な信

用金庫を利用してください。 

ニコニコボックス

齊藤 邦博 様 

卓上の花：カーネーション  花言葉：

卓上の花：石澤様、上田様、齊藤様、新保

舟元 皆様寒くなりましたが、身体に気を付けて風邪などひかぬ

 よう。 

千田 本日の卓話大変緊張しました。

松田 皆様しばらくぶりです。また出席いたしますので宜しくお願い致します。

石澤 千田さん卓話ありがとうございました。

榎本 千田さん卓話楽しみにしていました。ありがとうございました。

中川 千田会員 卓話楽しみにしています。

新保 千田さん本日は大変ためになる卓話ありがとうございました。

竹澤、宮川、清水、上田、山口、齊藤

本日の収入額 31,000 円 累計

写真：松井 
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お母さんと娘さんが二人で ATM に 200 万 

回にわけて振り込もうとされていたのです
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いて巧妙です。警察といたちごっことなっています。私、絶対騙され

ないという方ほど騙されます。あと、地元の金融機関を利用すると、

せている職員が、「このおばちゃんいつもとち 

気が付くことが多いです。そんな意味でも身近な信

花言葉：無垢な愛 

石澤様、上田様、齊藤様、新保様、長門様 

皆様寒くなりましたが、身体に気を付けて風邪などひかぬ

本日の卓話大変緊張しました。

皆様しばらくぶりです。また出席いたしますので宜しくお願い致します。

千田さん卓話ありがとうございました。

千田さん卓話楽しみにしていました。ありがとうございました。

卓話楽しみにしています。

千田さん本日は大変ためになる卓話ありがとうございました。

竹澤、宮川、清水、上田、山口、齊藤

578,975 円 
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皆様しばらくぶりです。また出席いたしますので宜しくお願い致します。


