
第 2060 回例会 

12 月 8 日 №19 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

このコロナ禍の状況で、幼稚園は今年 2 月ま

では通常にやっていましたが、3 月に入って自

由登園となり、卒園式や修了式も例年通りには

できませんでした。卒園式は卒園生のみが参加

して、簡単にあっという間に終わってしまい、

淋しい思いでした。 

      4 月に新年度になり、緊急事態宣言下で、入

園式や進級式も難しい状況でしたが、何とか実

施しました。通常ですと、体験入園などもある

のですが、いきなり入園式となり、4 月～5 月

は休園となりました。ただ緊急事態宣言の中で

も預かり保育の提供が必要な方もいて、保護者 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黛 裕治 

及び同居親族の全てが、下記の要件に該当する 

場合には申出書を提出頂いて、20～30 人程預り 

保育をしていました。 

①医療体制の維持に携わる方 

病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸 

入・製造・販売、献血を実施する採血業、入 

院者への食事提供、患者の治療に必要な全て 

の物資、サービスに関わる製造・サービス業 

②生活支援関係事業等に携わる方 

介護老人福祉、障碍者支援施設等の運営関係 

者、施設入所者への食事提供、高齢者や障害 

者等が生活する上で必要な物資・サービスに 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



  

 

     関わる全ての製造業、サービス業 

③国民の安定的な生活の確保に携わる方 

インフラ運営関係、飲食料品供給関係、生活必 

需物資供給関係・小売関係、家庭用品メンテナ

ンス関係、生活必需サービス、ごみ処理関係、

冠婚葬祭業関係、メディア、子供を預かる施設、

個人向けサービス 

④社会の安定の維持に携わる方 

金融サービス、物流・運送サービス、国防に必 

要な製造業・サービス業の維持、企業活動・治 

安維持に必要なサービス、安全安心に必要な生

活基盤、行政サービス等 

⑤ひとり親家庭等で仕事を休むことが困難な方 

 

6 月に入って、何とか登園できるようになり、

徒歩の通園組とバスの通園組に分けて、1 日交代

で登園してもらいましたが、園児が少なく丁寧な

保育ができたように感じました。3 週間目ぐらい

からは通常どおりの登園となりました。 

 2 学期が始まってからも、いろいろと規制があ

る中、例えば発表会なども通常でしたら、足の踏

み場も無いくらい保護者が殺到するので、1 クラ

スづつの発表会となり、私も各クラス発表の度に、

8 回も挨拶することとなりました。コロナ禍の中

で、だいたい、このような状況で幼稚園を運営し

ています。 

 次に幼稚園の無償化についてですが、2019 年

10 月に消費税が 10％に引き上げられ、その内の

約 8858 億円（2020 年度予算案）を財源に、子育

て世帯の負担軽減のため、約 300 万人の子供を対

象に幼児教育無償化も、2019 年 10 月から同時に

スタートしています。 

対象は 3～5 歳児、いわゆる幼稚園の年少～年

長の 3 年間で、世帯収入に関係なく、全ての子供

たちは無料となります。認可外保育園に通う場合

（月額 37,000 円まで無償）も対象になります。 

また預かり保育も最大月額 11,300 円まで無償

ですが、入園料や交通費（スクールバス）、行事

費などは無償化の対象になっていません。0～2 歳

の子供達は住民税非課税世帯が無料となります。 

     そして、私立高校も 2020 年 4 月から授業料の

実質無償化が全国でスタートしました。 

 

 

 

戦後、小学校・中学校 9 年間の普通教育が無償 

化されて以来、70 年振りの大改革です。 

公立高校は 2010 年度から無償化されていて、 

私立高校の場合は年収により、支給額が階段状に 

なっていましたが、公立に比べ、保護者の負担が 

大きいことが課題となっていました。 

東京都が国に先駆けて、2017 年度から私立高 

校の無償化を実現していたことで、国の就学支援 

制度が拡充され、年収 590 万円以下の世帯につい 

て、支給額が一律 396,000 円（2019 年度授業料 

の全国平均は約 40 万円）となりました。 

そして、高等教育（大学や短大、専門学校等） 

も 2020 年 4 月から、最大で学生全体の 2 割・約 

75 万人を対象に無償化がスタートしています。 

具体的には「入学料＋授業料の減免」＋生活費 

の支援（給付型奨学金で返済不要）となっていま 

す。補助額は、国公立大学と私立大学、自宅生と 

自宅外生等の要件によって定められています。 

対象となる世帯は、次の 3 段階に支援額が分か 

れています。 

・住民税非課税世帯（年収 270 万円以下） 

・年収 300 万円未満の世帯 

・年収 300 万～380 万円の世帯 

 尚、これらの条件を満たす人が全員、補助を受 

けられるわけではありません。生徒側の高校時代 

の成績や学習意欲、大学入学後の学習態度が見ら 

れ、留年すると支援が打ち切られます。 

低所得者世帯の子供が十分な教育を受けられず、 

結果、その子供が低所得者世帯になってしまうと 

いう格差を是正する制度で、全ての子供たちが幼 

児から社会人になるまで、質の高い教育を受け、 

社会で活躍していけるような補助金事業が、私達 

の税金の一部で賄われています。    

     （一部概要にて掲載） 

 

＜委員会報告＞ 

〇台湾・国際大会について   冣住会員 

 先週、大会登録の締切日を割引適用される 12 

月 15日までと報告しましたが、締切日が来年 2 

月 15日まで延長されましたので、登録手続きも 

それまで待ちます。よって、これから登録希望が 

ある場合は、来年 2月 15日までに申し出下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策】 

コロナウイルスの感染者数が高止まりしており、

一部の地域では医療が逼迫しているという報道が

されております。12月 4日には久保田ガバナーか

ら、全クラブの会長宛に警戒を呼び掛けるメール

が送付されました。（以下、参照） 

『各クラブ会長へ 

年末年始の各クラブ行事(例会等も含む)にお 

いて、「感染防止・安全対策の徹底」するようお伝

え下さい。拘束力や強制力はありませんが、でき

ればクリスマス会や忘年会、新年会等を計画して

いるクラブには、会員や家族への感染防止と安全

対策の徹底を促して下さい。例会や理事会では、

オンライン・リモートの導入も検討頂き、対面で

行う場合には十分な対策を取るようご指示下さい。

また感染を不安視される会員が、無理な出席しな

いよう配慮頂くこともお伝え下さい。 

ガバナー事務所も 12/7 から交代制で、テレワーク

体制に移行致します。地区委員会にもリモート会

議に切り替えるよう指示する予定です。１月のガ

バナー補佐会議はZOOMによるリモート会議を予

定しています。急なご連絡で恐縮ですが、状況を

勘案し、ご理解賜りますよう。 

   第 2780 地区 2020-21 年度ガバナー 久保田英男』 

 

当クラブにおいてもオンラインの併用、検温、

消毒、換気など、引き続き十分な警戒を行ないな

がら例会を続けてまいりますので、ご理解ご協力

の程を宜しくお願い致します。 

 

 

 

【２０２０年決議審議会】 

2020年 10月 15日から 11月 15日までの間、 

国際ロータリーの決議審議会がオンラインで行な 

われました。決議審議会とは毎年、オンラインで 

開催され、決議案への投票が行われます。決議案 

とは、RI理事会やロータリー財団管理委員会によ 

る決定を求めるものです。 

尚、3年に 1回開催されるのが規定審議会で、 

規定審議会はロータリーの組織規程（定款や細則 

など）の改正を目的とする制定案の採決を行なう 

ものです。規定審議会は 2019年に行なわれてい 

ますので、今年は規定審議会ではなく、決議審議 

会が行なわれました。 

今回の決議審議会には、30件の決議案と 1件 

の制定案が提出され、11件の決議案と 1件の制 

定案が採択されました。1件の制定案というのは、 

規定審議会で決議するような内容について、緊急 

の場合には、RI理事会が決議審議会に提案する 

ことができるとされていることから、1件の制定 

案が提出されて採択されたものです。 

この制定案については、各クラブは１カ月以内 

であれば、反対の意思を表明する権利が与えられ 

ています。先日、当クラブにも反対がある場合は 

12月 23日までに反対表明するように連絡が来て 

おり、本日の理事会で決議を行う予定です。 

この制定案の内容は、審議会の手続に関する変 

更点で、あまり面白みのある内容ではありません 

が、今回採択が行なわれた 11件の決議案の中には 

興味深い内容の決議案がありましたので、その内 

の 1つの決議案をご紹介いたします。 

【決議案２０Ｒ－１２】 

『RI 理事会の権限がクラブ、ローターアクトク 

ラブ、地区の権限と不公平にかけ離れないよう 

RI 理事会に要請する件』 

提案者： 第 2580 地区（日本 東京・沖縄） 

RI の目的は、あくまでクラブ等の支援、ロー 

タリーの推奨等であるので、それを指示管理する 

理事会の権限が、クラブ等に比べて不公平に強す 

ぎるということは、支援をする補助者の立場のも 

のが活動の主体者よりも強い権限を有することで 

＜裏ページに続く＞ 



 

 

あり、主従逆転となり、本末転倒である。 

しかるに現状を見てみると、例えば、規定審議会

への議案の提出条件をみてみると、クラブ等は規

定審議会の開かれるロータリー年度の前年の 12 

月 31 日までに RI 事務総長に提出しなければな

らない。 

春に実施される規定審議会の制定案の締切日は、

審議会の実に 1 年数か月前に締め切られる。制定

案の修正についても、審議直前の修正手続きがあ

るものの、RI 理事会のように現場にスタッフがい

る体制ならば対応が可能であるが、代表議員のみ

の参加であるクラブ等の提案では、実質的に直前

の修正を行うことは著しく困難であり、1 年数か

月前の締め切り後に、僅かな修正を行うことさえ

ままならない。 

これに対し、RI 理事会提案は 2016 年の人頭分

担金の増額提案に見られたように、審議直前に提

案内容を変更し、一気に金額の増額をする等、ク

ラブ等提案に比べ、著しく不公平なものとなって

いる。 

ＲＩに納める人頭分担金は、２０１５年度は５５ドル、

２０１６年度は５６ドルだったものが、２０１６年の規定

審議会において、毎年４ドルずつの大幅な値上げ

が採択され、２０１９年度には６８ドルにまで増額さ

れました。 

2019年規定審議会では、前日に否決された提案

を翌日に再審議し、これを可決させるという異例

の事態も起きており、クラブ等と RI 理事会の権

限に著しい権限の差が認められる。 

世界組織である RI の運営において、クラブ等

と理事会の取り扱いに、運営に必要な多少の差が

設けられることは認容できる。しかし上記審議会

の例にみられるような著しく不公平な差は認めら

れるものではない。 

よって、RI 理事会の権限がクラブ、ローターア

クトクラブ、RI 地区の権限と不公平にかけ離れな

いよう RI 理事会に要請する。 

上記の内容を簡単に要約しますと、各クラブや

地区の権限に比べ、RI理事会の権限が強すぎるの

ではないか、ロータリーの活動の主体は各クラブ 

 

 

 

であるはずなので、各クラブに比べて RI理事会 

の権限が強すぎるのは如何なものか、という内容 

であると思われます。この提案については、賛成 

308、反対 144という大差で可決されました。 

この決議案は、あくまでも RI理事会への要請 

がなされたにすぎませんので、この後、RI理事会 

でこの決議案を受けてどのような検討がなされる 

のかは分かりません。 

ただ、RI理事会としても、このような決議案が 

大差で可決されたことを無視することはできない 

ものと思われます。次回の規定審議会は 2022年で 

すので、制定案の内容に注目したいと思います。 

尚、今回の決議案の中には、この他にも興味深 

い内容の決議案が含まれていますので、興味のあ 

る方は RIホームページをご覧いただくか、会長・ 

幹事または事務局までお声がけください。 

 

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

①皆さん、こんにちは。今年も残すところ 2回と 

 なりました。引き続き、体調管理の程お願い致 

 します。 

②12月結婚記念日祝の大井会員、おめでとうござ 

 います。 

③本日卓話の黛会員、宜しくお願い致します。 

 因みに、小崎の息子は本日、発表会をオンライ 

 ン配信で熱演しております！ 

●大井 達会員 

①本日は仕事の都合がつかず、早退させて頂きま 

 す。黛先生の卓話を聞けず、残念です。 

②結婚記念日のお祝を頂戴し、恐縮です。やっぱ 

 りリモートより、出席が楽しいですね。 

●小野 孝会員 

①結婚記念日祝の大井さん、おめでとうございます。 

②卓話の黛さん、楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 

①黛会員の卓話楽しみです。 

②大井会員の結婚記念日祝おめでとうございます。 

 これからも頑張って、良い家庭を築いて下さい。 

↗ 



  

    

    ●池之上 和哉会員 

     皆様、5年間本当にありがとうございました。 

●田後 隆二会員 

①米山功労表彰の皆様、おめでとうございます。 

②黛さん、卓話たのしみです。 

●竹田 繁会員、丸子 勝基会員 

    ①はやぶさⅡの無事、相模原帰還を祝って！ 

    ②大井会員の結婚記念日を祝います。 

    ●藤本 恵介会員 

    ①大井会員、結婚記念日おめでとうございます。 

    ②黛会員、卓話よろしくお願い致します。 

    ●横溝 志華会員 

    ①大井会員、結婚記念日おめでとうございます。 

    ②黛会員、卓話を楽しみにしています。 

    ●櫻内 康裕会員 

    ①結婚記念日祝の大井会員おめでとうございます。 

    ②卓話の黛会員、宜しくお願いします。 

    ③先程、JAXAの前を通ってきましたが、歩道に 

人が一杯いました。はやぶさⅡのカプセルが 

帰ってきました。 

    ●冣住 悦子会員 

    ①大井さん、結婚記念日祝おめでとうございます。 

    ②黛さん、卓話楽しみにしています。 

    ●伊倉 正光会員 

    ①黛会員の卓話楽しみです。 

    ②大井会員、結婚記念日祝おめでとうございます。 

            本日のスマイル額  １５，０００円 

                  今年度の累計額  ３１９，２００円 

 

    ＜ロータリーミニ情報＞ 

    初の女性 RI 会長（2022～23 年度） 

      Jennifer E.Jones氏 

      ウィンザー・ローズランドＲＣ 

          （カナダ・オンタリオ州） 

       ウィンザーにあるＭｅｄｉａ 

Ｓｔｒｅｅｔ Ｐｒｏｄｕction Inc.の 

創業者兼社長。ウィンザー大 

学理事長、ウィンザー・エセッ 

クス商工会議所の会頭を務めたほか、法学の博士号 

も有している。１９９７年にＲＣに入会し、ＲＩ副会長、理 

事、ガバナーを歴任し、超我の奉仕賞、ロータリー財 

団功労表彰状を受賞。       （要約にて掲載） 

 

 

 

＜理事会報告＞ 

①池之上会員より退会届の件。 

 12月 8日にて退会を承認。 

②ガバナーよりの書簡にて、新年夜間例会の可否 

について。 

1月 12日（火）18:30～20:00 小田原屋にて 

 現状は実施予定ですが、12月 22日例会後に、 

 再検討して、決定する。 

③規定審議会の件 

1)緊急提案の反対表明について－行わない 

2)立法案（決議案）の提出について－提出しない 

④増強プロジェクトチームの立ち上げについて。 

 会員増強委員会の中に設置する。チーム構成は 

 会長、幹事、会長エレクト、副幹事、会計、公 

 共イメージ委員長、会員増強委員長及び委員と 

 する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は突然の報告となり、申し訳ありませんが、 

今月を持ちまして、当クラブを退会させて頂くこ 

とになりました。弊社のコロナ事情により、事業 

に専念する方針となりました。 

 現在、会員一丸となって、増強に取り組んでい 

る中で、また来年のＩＭでも大役を任かされてい 

たのですが、大変心苦しい限りです。 

 本来ですと、弊社の社長が入会予定だったので 

すが、急遽、私が入会して、当クラブで５年間勉 

強させて頂き、皆様にも良くして頂いて感謝して 

おります。また弊社の業績が改善し、当クラブに 

戻って来れればと思っております。ありがとうご 

ざいました。         （概要にて掲載） 

 



 

                                                                                        

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①規定審議会 反対表明について 

     今年度の決議審議会が修了しましたが、国際ロ

ータリーからの緊急提案が 1 件あり、採択はさ

れましたが、この提案に対し、反対表明できま

すので、内容を確認の上、反対表明するクラブ

は 12 月 23 日までに直接、国際ロータリーへ提

出下さい。※緊急提案は回覧にて（要旨は、規

定審議会議員の構成と手続き変更） 

②規定審議会 立法案（決議案）提出のご案内 

     2021 年決議審議会へ提案したい立法案のある

クラブは、2021 年 3 月 15 日までに所定の申請

書をガバナー事務所に提出下さい。地区での承

認後、国際ロータリーへ 6 月 30 日までに提出

致します。 

 

２．米山記念奨学会より、表彰品贈呈の件 

・小野会員－第５回米山功労者 

・丸子会員、甲斐会員－第４回米山功労者 

・金沢会員－第３回米山功労者 

・横溝会員、佐々木会員、田後会員、早川会員－

第２回米山功労者 

・諸隈会員、大井会員－第１回米山功労者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大井  達会員  

１２月１６日 

 

例会プログラム 

１２月１５日卓話 横溝 志華会員 

   ２２日クラブフォーラム「ＩＭについて」 

      担当：櫻内ＩＭ実行委員長 

   ２９日例会取止め 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  池之上 和哉 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  伊倉 正光会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２３名 ２名（Zoom） 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/24) 

１名 ９６．１５％ ９２．３１％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
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