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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　2月26日（水） 次週予告　　3月5日（水）
● ソング

● プログラム

「Be A Rotarian」
　　　　　　野木　久子　会員

移動例会（ホテル若水）

● ソング

● プログラム

「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　山本章太郎　会員

社会奉仕委員会プログラム
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会長　大西　利哉

　みなさん今晩は、本日のお客様は大阪北RC
の和田省一さまと、奥様の紀代さま、そし
て、草野真理さま、竹原美登里さま、大西奈
津子さま、ごゆっくりお過ごしください。後
ほど 和田 様より、卓話を頂きます。よろしく
お願いいたします。

　女性会員入会の歴史についてです。  
　ロータリーにおける女性会員の躍進ぶりは
目覚ましく、現在（2010.2）188,000名の会員、
63名の地区ガバナー、1名のロータリー財団管
理委員と理事を擁する大きな存在となりまし
た。しかしその躍進の陰には、50年にわたる
激しい議論が続いたことを忘れてはなりません。
　1950年のRI国際大会で、インドのAhmed-
abad RCより、標準ロータリー・クラブ定款か
ら「男性」という言葉を削除するという制定
案50－10が提案されましたが、否決されました。
　1964年インドの305地区および315地区よ
り、女性を名誉会員に選挙出来るよう標準ク
ラブ定款を改正するという制定案64－5、64－
6が提案されましたが、これらは撤回されまし
た。さらにセイロンのMount Lavinia RCが女
性の入会を認めるという制定案64－15を提案
しましたが、これも撤回されました。  
　1972年の規定審議会に、米国の Upper Man-
hattan RC が、会員資格の性別に関する制限を
排除する制定案 72－48 を提案しましたが、否
決されました。  

　1977年の規定審議会には、女性会員を認め
る5つの制定案が提出されましたが、いずれも
否決されました。 
　1978年米国カリフォルニア州デュアルテ・
ロータリー・クラブは、RI定款と標準ロータ
リー・クラブ定款に反して女性の会員を入会
させたという理由で、国際ロータリーへの加
盟を終結されました。  
　1980年制定案80－50ロータリー・クラブに
おける会員の資格条件に関して、RI定款・細
則ならびに標準ロータリー・クラブ定款か
ら、ロータリー・クラブ会員を男子とする文
言をすべて抹消して婦人の入会を認めるか否
かをクラブの選択に委せるという提案が提出
されましたが否決されました。
　1983年デュアルテ・クラブが起こした訴訟
で、カリフォルニア州最高裁判所は国際ロー
タリーを支持する判決を下しました。規定審
議会において制定案 83－122国際ロータリー定
款・細則および標準ロータリー・クラブ定款
から、ロータリー・クラブの会員を男子とす
ると記載しているすべての文言を削除する提
案が、米国メイン州エルズワースRC他より提
出されましたが否決されました。  
　1986年規定審議会に、制定案86－136国際
ロータリー定款・細則、標準ロータリー・ク
ラブ定款からロータリー・クラブ会員は男子
であると言及した箇所を削除しようという提
案が米国ニューヨーク州ブロンクスRC他から
出されましたが否決されました。 
　198 7年米国連邦最高裁判所は、ロータ
リー・クラブが性別を理由に女性を会員とし
て拒否することはできないという判決を下し

会長の時間 ました。デュアルテ・ロータリー・クラブは 
1986 年 9 月にさかのぼって RI に復帰加盟しま
した。
　1988年RI理事会は、カナダにおいても女性
会員を入会させる方針を発表しました。  
　1989年規定審議会は89－54、89－55、89－
56、89－57、89－58、89－59において女性会
員の入会を承認しました。 
　2013年度版・地域別会員数アジア資料によ
りますと、男性会員と女性会員の割合は
世界平均／男性会員81％/女性会員数19％
日本／男性会員数95％・女性会員数5％
中央・東南アジア／男性会員数58％・女性会
員数42％
韓国／男性会員85％・女性会員15％
インド／男性会員82％・女性会員18％
フィリピン／男性会員69％・女性会員31％
と日本ではアジアでも女性会員はかなり低い
数値となっております。

源流の会　炉辺談話　　　　　　　
「女性会員入会のの歴史」より抜粋

◆卓話
田村　久子　会員

　この夏　御夫妻で行かれた“スイス30日間
の旅”の報告です。

　絵画“アルプスの真昼”（ジョバンニ・セ
ガンティーニ作）を前にした、すばらしいス
ライドショウでした。
　スイスの首都ベルンを基地として、牧歌的
な山岳地方、欧州アルプスの主峰モンブラン
他のスイス国内旅行、ザルツブルグ、ロンド
ン、パリと周辺諸国へも足を伸ばされ演奏
会・美術館巡り・列車の旅と御趣味を存分に
楽しまれた御旅行でした。

○蓮尾　春輝　君
　　本当に寒い日が続きますね。
　　先日は、有志の方々で、山の上までおい
　でいただき、「ウニ鍋の会」にきていただ
　いて、ありがとうございます。お味は如何
　でしたでしょうか
○中村　敏治　君
　　蓮尾先生、ウニ鍋、お世話になりました。
　　なかなか、美味しかったです。
　　田中さん、家まで送っていただき有難う
　ございます。奥様によろしく。
○谷口　敏彦　会員
　　女性会員の皆様そして神谷さん大久保さ
　ん、毎年心のこもったチョコレート有難う
　ございます。

第992回例会報告 2月19日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長
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プログラム

ました。デュアルテ・ロータリー・クラブは 
1986 年 9 月にさかのぼって RI に復帰加盟しま
した。
　1988年RI理事会は、カナダにおいても女性
会員を入会させる方針を発表しました。  
　1989年規定審議会は89－54、89－55、89－
56、89－57、89－58、89－59において女性会
員の入会を承認しました。 
　2013年度版・地域別会員数アジア資料によ
りますと、男性会員と女性会員の割合は
世界平均／男性会員81％/女性会員数19％
日本／男性会員数95％・女性会員数5％
中央・東南アジア／男性会員数58％・女性会
員数42％
韓国／男性会員85％・女性会員15％
インド／男性会員82％・女性会員18％
フィリピン／男性会員69％・女性会員31％
と日本ではアジアでも女性会員はかなり低い
数値となっております。

源流の会　炉辺談話　　　　　　　
「女性会員入会のの歴史」より抜粋

◆卓話
田辺朱希美　会員

　本日は私に代わり“ダンさん”こと和田省
一様に、普段は聞く事が出来ない放送業界の
生々しいお話しを頂きます。皆様ご静聴よろ
しくお願いします。

　ラディオ放送　おはよーパーソナリティ中
村鋭一さんの阪神勝利の歌、やしきたかじ
ん、伸介・竜介等の懐かしい人たちのトーク
番組や、サンデープロジェクト、党首討論等
の時事問題番組のプロデュースを手がけられ
た内輪話を軽快な語りでお話いただきました。

朝日放送副社長 和田　省一　様
（大阪北RC）
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ニコニコ箱

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
2月5日

本　日 28

28

2

2

26

26

22

20 26

84.62

100.0

○和田　省一　様（大阪北ＲＣ）
　家内と一緒に参加させていただきます。
○細川　洋一　君
　和田様　本日はよろしくお願い申し上げます。
○那須　範満　君
　日曜日、おいしいすき焼きを食べ過ぎました。
○坂上　安夫　君
　和田さん、ご苦労様です。よろしく。
　女性会員、事務員さんの心温かいチョコ有
　難う。
○阪上　栄樹　君
　女性会員の皆様チョコレートありがとうご
　ざいました。
　和田様ようこそ！！本日はお土産までいた
　だいてありがとうございます。

　　本日合計　　　　　　　　31,000円
本日までの累計　　　　605,000円

　　　　　　　　　　（田村　久子　記）

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」

川添　裕照　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
和田　省一　様（大阪北RC）
和田　紀代　様
田辺源一郎　様
草野　満里　様
大西奈津子　様
竹原満登里　様

◆幹事報告
・本日のゲスト、和田様から朝日放送のタオ
　ル頂きました。ありがとうございます。
・2／23㈰阪神第三Gr．IM 宝塚H前より送迎バ
　スで参加します。
　10時50分集合、11時出発です。
・2／26㈬次回例会は移動例会です。
　場所：H若水、時間は19時～です。

◆スポット
★リフレッシュエクササイズ　№252

2014年2月19日
小山　一子　会員

皆様おめでとうございます。
★21期第7回、通算252回目の「にこにこエク
ササイズ」です。
本日もよろしくお願い致します。
　寒さもいよいよ厳しくなって参りました。
　風邪などで起き上がれない時にも、体力を
低下させず、回復力を高めるエクササイズです。
１）今日は座ったままで行いますが、上向き
　　で休んだままダンチュウの前で合掌しま
　　す。
２）鼻から息を吸い、吐きながら両手を押し
　　合います。
３）ゆっくり一息吸ってもう一度行います。
　　（クンバハカしつつ行います）
４）両手を胸の前でひっかけます。一息吸っ
　　て吐きながら思い切り引っ張り合いを致
　　します。組み替えてもう一度行います。
５）親指を中にし、クンバハカし、にっこり、
　　身体をゆすり、力と筋肉を緩めて終わり
　　ます。
★腹筋・背筋・胸筋など強化します。
　うがい・マスク・手洗いを充分行ってくだ
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

　Windows XP、およびOffice2003が、４月
９日でサポートを終了します。特にXPは、
４月９日以降「ウイルスに感染しやすいパ
ソコン」になるので、できるだけ早く新し
いバージョンに切り替えたほうがよいでし
ょう。２０１４年４月９日に、Windows XP
とOffice2003のサポートが終了し、アップ
デートが行われなくなります。アップデー
トがなくなると、Windows XPに脆弱性が
みつかっても直すことができません。脆弱
性とはプログラムの弱点・欠陥のこと。攻
撃されるとウイルスや不正プログラムなど
に侵入されてしまうのが脆弱性。言わば、
侵入される穴をふさぐことができない状態
になってしまということです。
　この機会にXPパソコンは買い替えるのが
良いかも？

　さいませ。
　　次回をお楽しみに！ありがとうございま
　した。
◯鏡石町立鏡石第一小学校で挙行された贈呈
　式に竹原・田村両会員が参加されました。
　須賀川南RCと当クラブの義捐金で、校旗や
　オルガン、辞書等を贈らせて頂きました。
　お土産の福島の銘酒“國権”を皆で楽しみ
　ました。ご苦労様でした、そして有難うご
　ざいました。
　　―贈呈目録と新旧校舎の写真―

◯国際ロータリー第2680地区阪神第3グループ
　I.M.が2月23日㈰開催されました。
　テーマ　
　　「“飛躍”替えよう！変わろう！」
●南三陸漁師プロジェクトの紹介
●女声コーラスあじさいの歌声を楽しみまし
　た。
最後はしし鍋で親睦を深めました。


