尼崎東ロ-タリ-クラブ SINCE 1974

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ
ＯＦ ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ ＥＡＳＴ

会
長
森本吉昭
幹
事
三田恭男
会
報
藤井輝男
会 場 ： ホテルヴィスキオ尼崎
例会日 ：水曜日 12：30 ～ 13：30
http://amagasaki-east-rc.com
e-mail amerc@hera.eonet.ne.jp

ＶＯＬ．４６
本日のプログラム

「

僧 契 沖

１１ 月 ２７日（2184 回）

」

次回のプログラム

１２ 月

４日

「 会員増強研修 」
田中正喜 会員

２０１９年１１月２０日(水) 第３例会
～体操～

小畑充生 会員
されています。1977 年、カリフォルニア州デュアルテ RC
が、定款に違反して 3 名の女性会員を入会させたため、
同クラブは、RI から認証状取り消し処分を受けました。

１．ソング

その後、長い法廷闘争に入ります。

「 おお牧場はみどり 」

1983 年カリフォルニア州高裁は、RI を支持。女性会員

２．ビジター紹介
ｽﾋﾟｰｶｰ(ガバナーノミニー) 吉岡博志 氏(伊丹ＲＣ)

は認められませんでした。1986 年同クラブからの控訴審で
は、
女性会員制が勝訴しましたが、
州最高裁で再び敗訴し、

(伊丹ＲＣ)村上正人 氏

ついにこの問題は、連邦最高裁へ持ち込まれることになり

(伊丹ＲＣ)佐藤実路 氏

ました。1987 年連邦最高裁は、RC は「性別を理由に女性会
員を拒否できない」という判決を下しました。RC に【公的

３．出席報告
会 員 数 ４６ 名
出 席 率 80％

性格】を認めた最高裁判決という時代の流れに沿って、RI
出席数

３６名

前々回補正 96%

【本日の欠席】

理事会は次のような声明を発表しました。
「米国の RC は、
性別に関係なく、会員候補者を公正に検討するよう奨励す
る」1983 年カナダでも、米国と同様の判決があることを理

喜多・藤井(輝)・石本・兼重・越賀・森・内藤・西村(太)・

由に RI は、カナダの女性会員の入会を認めました。1989

小野・杉浦 各会員

年規定審議会は、
「RC 会員は男性に限られる」とする RI 定

【補填】

款の文章を削除しました。

11/6 藤井(輝)・兼重・的場・田野島 各会員

最高裁の判決は、世界各地で報道され、一部では、ロー
タリーもこれで終わりかと口にされたようです。しかし、

４．会 食

その一年後には、全世界の女性ロータリアンの数は、2 万
人を超えるようになりました。彼女たちは、企業の上級管

５．会長の時間
記録的な暖秋から一転、寒さが本格化する兆しが見えて

理職や、店主、校長、弁護士などで、2007 年には、63 名の

来た今日この頃です。また、11 月 4 日には、近畿地方で

万人を超えました。

女性が地区ガバナーに就任し、2016 年には、全世界で 25

木枯し 1 号が吹いたという発表もあったようで、今インフ

今や世界で女性会員の比率は、全ロータリアンの 20%だ

ルエンザにかかる人も出てきています。皆様もくれぐれも

そうです。でも、日本では 6%です。まだまだ保守的な所が

ご注意下さい。

あるようで、努力していく事が大切ですね。

今日はロータリーに女性会員が登場した歴史について
お話しさせていただきます。1956 年インドの RC より、
「定
款から男性の文字を削除する」という制定案が、1964 年に
スリランカの RC。1972 年には米国の RC が、女性の入会を
認める制定案を提出しましたが、何れも規定審議会で否定

ＲＯＴＡＲＹ ＣＯＮＮＥＣＴＳ ＴＨＥ
国際ロータリー会長

ＷＯＲＬＤ

ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆ ｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ

「 つながりは挨拶から
会 長

森 本 吉 昭

」

６．幹事報告
1) 尼崎グループＩＭ最終案内

＊所用の為、早退いたします。
············································ 松本

11 月 23 日(土)14:30 より 都ホテルにて開催
出席よろしくお願いします。

＊吉岡ガバナーノミニー様、本日はよろしくお願いします。
村上様、佐藤様ありがとうございます。

2)米山記念奨学会より第 17 回米山功労クラブの表彰状

·················· 安藤・藤井(秀)・平野・勇・川口・

がとどきました。

木村・ 近・小坂・久保・的場・
松岡・森本・中井・中西・中田・
西川・西村(嗣)・小畑・太田・齊藤・
三田・高山・武部・滝口・田村・
田中・辻井・内堀・梅崎・渡部・
安田・大海
本日の金額
累

計

３７,０００円
１,０１０,５８０円

９．スピーチ
７．委員会報告
・親睦活動委員会(平野委員長)
12 月 7 日(土)さかなや道場にて委員会開催します。
囲碁同好会
今月の開催は 来週、例会終了後
ゴルフ同好会
本年度第 3 回 11 月 26 日開催。
東急グランドオークゴルフクラブ
現地集合：8:40 スタート 9:00
野球同好会

「 日本ロータリーの誇り・職業奉仕

11 月 25 日(月)18:00～21:00 橘球場に練習
12 月 16 日(月)18:00～20:00

ガバナーノミニー吉岡博志 氏(伊丹ＲＣ)

∥

12 月 23 日(月)18:00 ～ ﾎﾃﾙｳﾞｨｽｷｵ 忘年会
会費￥5,000-

職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、品位
ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め
あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理念を実践していくと

８．ＳＡＡ報告
↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞

いう目的を持つものであるある。会員は、ロータリーの

＊よろしくお願い致します。

は、クラブ会員の手腕を生かして社会のニーズに応えられ

····························(伊丹ＲＣ)村上正人 氏
＊本日よろしくお願い致します。
····························(伊丹ＲＣ)佐藤実路 氏
＊次女のちえみが名古屋フィルハーモニー交響楽団の

理念に従って自分自身を律し、事業を行う。クラブの役割
るようなプロゼクトを開発することが含まれる。ロータリ
ーの原則に沿って自らと自分の職を律し、併せてクラブが
開発したプロゼクトに応えることが含まれる。
・・・ロータ
リー情報ハンドブックより

オーディションに合格しました。
·········································· 小坂
＊今、渡部さんと二人で週報の校正をしています。
すでに熟読していますから例会で週報を手にしても
それ程の感動はありません。
·········································· 田野島

11 月のロータリーレート
1 ドル＝１０８円
日本事務局に着金した日の RI レートが適用されま

2019～2020 年度第 5 回(11 月度) 理事会議事録議事録

辻 忠夫編の『ロータリー百話』に、

開 催 日 時 2019 年 11 月 6 日(水)

ロータリアンの理想像として、宮沢賢治の

ＰＭ 1：35 ～ＰＭ 2：30
場 ホテルヴィスキオ尼崎 2F セーヌ

会

『雨ニモマケズ』を挙げています。1991 年の
編集ですが、今でも、そうなのでしょうか。

出 席 者：森本・小野・西川・小坂・中井・久保・石本・

味わってみてください。

高山・平野・三田
欠 席 者：藤井(輝)
記録作成者：梅崎

「雨にも負けず」

「報告事項」
１．浜田会員より退会届(11/2 付)の提出あり

雨にも負けず 風にも負けず

「協議・審議事項」

雪にも 夏の暑さにも負けぬ
丈夫な体をもち

１．新入会員の件 ··························· 承認

慾はなく 決して怒らず

大谷勘介(おおたにかんすけ)氏

いつも 静かに笑っている

兵庫県会議員大谷勘介事務所 兵庫県議会議員

一日に 玄米四合と 味噌と

紹介者 中井会員

少しの野菜を食べ

２．尼崎西ＲＣロータリークラブ 35 周年お祝い金の件
12/７(土) 会長・幹事 招待

お祝金

あらゆることを
自分を勘定に入れずに

１０万円を祝い金とすることで、次回６ＲＣ会長幹

よく 見聞きし 分かり

事会で打合せをすることになった

そして 忘れず

３．親睦事業の件(平野親睦活動委員長)

野原の 松の林の 陰の

①クリスマス例会

小さな 萱ぶきの 小屋にいて

2019 年 12 月 18 日(水)ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪 18:00～

東に病気の子供あれば

②親睦旅行

行って 看病してやり

2020 年 3 月 29 日(日) 有馬グランドホテル 18:00～

西に疲れた母あれば

上記いずれの議案 ······················· 承認
４．次年度理事役員選出の件(小野会長エレクト)

行って その稲の束を負い
南に死にそうな人あれば

別紙のとおり ··························· 承認
５．2019 年規定審議会に伴うクラブ定款・細則変更の件
······································· 承認

行って 怖がらなくてもいいと言い
北に喧嘩や訴訟があれば、
つまらないから やめろと言い

長期計画会議に諮問するが議長が不在である。議長と

日照りの時は 涙を流し

して安藤会員に内諾をとっているので

寒さの夏は おろおろ歩き

承認願いたいとのこと。

みんなに 木偶坊（でくのぼう）と呼ばれ

６．ボーイスカウトの後援会会費を本年度も２口２万円を
支払うことについて

褒（ほ）められもせず 苦にもされず
そういうものに 私はなりたい

········································· 承認
その他
・城東ＲＣの４０周年事業は 2020 年 4 月 3 日（水）に
開催される旨会長より報告
以 上

宮沢賢治

