
『 ロータリーの目的 』 
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、 
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。 
第1  知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 
第2  職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、 
 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 
第3  ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、 
 日々、奉仕の理念を実践すること。 
第4  奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、 
 国際理解、親善、平和を推進すること。 
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堺フェニックスネット例会事務局 
〒590-0021 
堺市堺区北三国ヶ丘町1-1-16 C-17 
TEL 072-227-4900／FAX 072-227-4991 
例会日 毎月15日より次月14日 
ホームページより参加下さい。 
http://www.sakaiphoenix.com 
メールアドレスにて返信ください。
sakai.phoenix.1997@gmail.com 

源流の会主宰 田中 毅会長 
この度の2016年規定審議会での改正によって、 
クラブの自治権が大幅に認められるようになりました。 
例会頻度、委員会構成、入会手続等々をクラブの現況にあ
ったものにするためには、早急にクラブ細則の改正が必要
になります。 
ロータリアン皆様一緒に、よりBESTなクラブ細則をつくるた
めに勉強をしていきましょう。 
「第30回源流セミナー in 尼崎」
https://genryu.org/amagasaki/regist.html 
2017年 6月 3日（土） 13：30 登録開始  14：00 開会 
都ホテルニューアルカイック 3階 鳳凰の間の南部屋  〒660-0881  
兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番1号（阪神尼崎） TEL：06-6488-7777  
登録料 4,000円 （資料代含む）／懇親会 8,000円（任意） 
 



会 長 開 会 点 鐘 

ネット例会を開会致します。 



 ようこそ！ 
 ロータリアンの皆様、堺フェニックスネット例会にご参加いただき感謝申し上げます。 
いよいよ暖かくなる季節になりました。 
これからは気候も良く、気持ちのいい時期が来ようとしています。 
また新たな新会員も御入会する時期でもあります。 
新会員の皆様には、懇切丁寧にロータリーを理解できるよう、また立派なリーダーに育ちますよう、 
先輩ロータリアンの皆様には、何卒よろしくお願い致します。 
 今回の2016年の規定審議会での改正によって、クラブの自治権が大きく認められました。 
例会頻度、委員会構成、入会手続、会員身分、例会出席等、柔軟にクラブに応じた内容に変更できるように 
なりました。 
ある地区の某パストガバナーのお話を少し引用して、勉強したいと思います。 
 
2016年規定審議会で改定されたロータリークラブ定款を読むと、クラブの浮沈は細則に懸っているように考えられます。それは、クラブ独
自の細則を創らなければならないからです。 クラブの活動は、クラブが自由に規定することができますが、その結果はクラブの責任になっ
ているからです。  
最近、「例会出席不要になったロータリーなら退会する。」という声を聞くようになりましたが、これは誤解ではないでしょうか。 
例会を月に二回以上何回開こうと自由ですし、出席の規定は今以上に厳格にすることもできるようになっているからです。 ところが、クラ
ブ細則に関する情報の普及は十分でなく、未だに認識不足のクラブがあるかと思えば、既に細則完成間近なクラブもあって、この甚だしい
格差はこれでよいのでしょうか。（中略） 
たしかに今までは、細則など手続要覧の「推奨クラブ細則」をコピーして済まし、それを見ることもなく運営し活動できました。しかしこ
の2016年７月からは、例えば、何時、何回例会を開き、出席はどう扱うかは細則で決めない限り実行できない仕組みになっているようです
。例会のみならず、大切なことはすべて細則で規定しておかなければ何処にもその規準はありません。 
しかし、この認識は一般的ではないようです。  
いずれにせよ、クラブに「柔軟性」を与えるとは、厳格な品位を求める方向でも、安易な緩和の方向でも、柔軟に多様性を認めることでは
ないでしょうか。「クラブの独自性を明らかにする細則」を作成するに際して、クラブ定款はその自由を許容するように改定されているよ
うに考えられます。  
「伝統的な日本のロータリー文化」「かく在るべきという姿」を順守しようとするクラブにとって、こんな良い機会はありません。 
何の制約もなく思うままに、クラブの理念を実践行動に移す具体的な手段を規定することができるからです。 それは、決して郷愁的懐古的
なものであってはならず、「伝統的な日本のロータリー文化」「その誇り・ステイタス」を基盤として、現代社会に適合した手法を定めた
、立派なクラブ細則を創作していただくことを念願いたします。（引用）  
 
 以上のお言葉を参考にすれば、もはや改定された内容で１年が過ぎようとしています。今までの既成概念のまま、何の変化もなくクラブ
運営をされているのが、一般的と述べられています。 
 しかし私共は、昨年２０１６年７月の出発に当たり、早速、規定審議会に則ってクラブ定款、細則を見直し作成し、実質２０１６年７月
からすでに実行に及んでおります。やはり会員の事を考えれば、運営側はいち早く敏感に動き運営を行わなければならないと思います。 
今後のロータリーは、クラブの中枢機関である理事役員の皆様が今回の内容をしかと受け止めて、責任をもって真剣にクラブ運営を行わな
ければならないと思います。今後はもっとクラブの独自運営が重要になり、会員皆様が責任をもって運営を行なわなければならない時期が
来ていると思う次第です。そう言った意味でもっとロータリーを勉強していきたいものです。 

 
 
 
 
 
 



ロータリアンの皆様第５回目のネット例会ご参加、感謝申し上げます。 
全国のロータリアンの皆様どうぞ気楽にご参加ください。 
一切メーキャップ費用等はありません。 
尚、ご参加頂いたロータリアンの皆様からメールで 
ご要望、講評、感想文、卓話等をお寄せ下さい。 
次回のネット例会に掲載させていただきます。 
必ず返信メールにてメーキャップカードを発行させていただきます。 
また堺フェニックスＲＣのホームページもお楽しみください。 
クラブ会員の皆様は近況をお寄せください。 
皆様で楽しく、為になるネット例会にしていきたいと思います。 
何卒、皆様のご協力で、今後も素晴らしいネット例会になる事をご期待をして
ご挨拶に返させていただきます。 
ありがとうございました。 
５月ロータリーレートは１ドル１１６円です。 
 
 
 

この後、米田眞理子パストガバナーの卓話がございます・ 
よろしくお願いします。 
 



女性会員の歴史 

• 国際ロータリー２６４０D 
 

• PＤG MARIKO YONEDA 



全世界で、ロータリークラブへ女性の入
会が認められた1989年規定審議会は、

ロータリーの歴史上で重要な分岐点と
なりました。 



「代表議員の皆さん、私たちが
忘れてはならないのは、1905年
と1989年はまるで別世界である

ということです。従って、ロータリ
ーは移り行く世界に足並みを揃
えるべきだと考えます」と訴えた
のは、後の2000-01年度にRI会
長に就任したフランク J. デブリン

氏です。 



決定の背景には、ロータリー世
界で男女を問わず多くの人々が
ロータリークラブで女性の入会を
認めようと数十年に渡り活動し
てきたこと、また前回までの審議
会で着実に賛同者を集めてきた

ことがありました。 



女性の入会を認めるこの審議決
定は大きな反響を呼び、翌1990
年6月には女性会員数が早くも2
万人に到達。近年、2010年では
20万人近くを記録しています。 



ロータリーにおける            
女性会員の変遷 



1950年 
1950年RI国際大会にて、

インドのロータリークラブ
が、標準ロータリー・クラブ
定款から「男性（male）」と
いう言葉を削除するという
審議会への制定案を提案。 



1964年 
規定審議会の議題に、セイロン（現
在のスリランカ）のロータリークラブ
から提案された、ロータリークラブ
へ女性の入会を認めるという制定
案が掲載される。代表議員はこれ
を否決。このほかに、女性に名誉会
員の資格を与えるという2つの提案

も否決される。 



1972年 
職場で高い地位に就く女
性が増えるにつれ、女性
会員を支持するクラブの
声が高まる。1972年規定

審議会で、米国のロータリ
ークラブがロータリーへの

女性入会を提案。 



1977年 
1977年RI国際大会で、女
性会員を認める3つの立

法案を規定審議会に提出
することとなる。ブラジル
のクラブは、女性を名誉会
員として認める立法案を

別途作成。 



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
しながらも、女性の会員を入会さ
せる。この違反から、同クラブは、
1978年3月に国際ロータリーへ
の加盟を終結される（1986年9月

に復帰加盟）。 



1980年 
RI理事会、インド、スウェーデ

ン、スイス、米国のロータリー
クラブが、RIとクラブの定款お

よび細則から、会員を「男の
人（male persons）」として言及

する箇所をすべて削除する制
定案を提案。 



1983-86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1983年に、

国際ロータリーを支持する判決を下す。
カリフォルニア州のロータリークラブで
は引き続き、性別が会員の資格要件と
なる。1986年、控訴裁判所は下級裁判

所の判決を覆し、カリフォルニア州では
男性のみを会員とする規定を施行でき
ないとする。カリフォルニア州最高裁は
この決定を退け、米国連邦最高裁判所

に控訴。 



1987年 
5月4日、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す。ロータリー
は方針声明を発表し、米国のロータ
リークラブは、資格を満たす女性を
入会させることができるとする。 



5月28日に結成された、カリフォルニ

ア州のマリン・サンライズ・ロータリ
ークラブ（旧ラークスパー・ランディ
ング・クラブ）が、連邦最高裁の判
決から初めて、女性の設立会員を
含めたクラブとなる。初の女性クラ
ブ会長は、デュアルテ・ロータリーク
ラブ（カリフォルニア州）のシルビア・

ウィットロック氏。 



1988年 
11月理事会は、カナダでも米

国最高裁判決と同様の法律
があることを根拠に、カナダ
のロータリー・クラブが女性会
員を入会させる権利を認める

と方針声明を発表。 



1989年 
米国最高裁の1987年判決から

初めて開かれた規定審議会で、
ロータリークラブの会員は男性
に限られるとするRI定款の要件

を削除するよう可決。女性は世
界中のロータリークラブで入会

が認められることとなる。 



1990年 
6月、  全世界の女性会員の
数は20,200人を記録。「ザ・ロ

ータリアン」誌がロータリーに
おける女性会員について特

集記事を掲載。 



1995年 
7月、8名の女性が選出され、地区

ガバナーに就任（ミミ・アルトマン氏、
ギルダ・チラフィジ氏、ジャネット W. 
ホーランド氏、リーバ F. ラブリエン
氏、バージニア B. ノードビー氏、ダ
ナ J. ラップ氏、アン・ロバートソン氏、

オリーブ P. スコット氏）。 



2005年 
キャロライン E. ジョーンズ

氏が女性で初めてロータ
リー財団管理委員に就任。 



2008年 
カトリーヌ・ノワイエ・リボー
氏が女性で初めてRI理事

に就任。 



2010年 
全世界で女性会員が

199,000人以上に。地区ガ

バナーに就任する女性会
員も増加。 



2012年 
エリザベス S. デマレイ氏
が女性で初めてRI財務長

に就任。 



2013年 
アン L. マシューズ氏が女
性で初めてRI副会長に就

任。 



世界各国で女性リーダーが育って
る今、女性会員の増強がロータリー
には必要不可欠です。堺フェニック
スロータリークラブでは、諏訪湖を
美しくする会に清掃用のボートの寄
贈、フィリピンへの消防車寄贈、タイ
王国の僻地への消防車の寄贈、図
書館の改造、書籍寄贈、小学校へ 



世界各国で女性リーダーが育って
る今、女性会員の増強がロータリー
には必要不可欠です。堺フェニック
スロータリークラブでは、諏訪湖を
美しくする会に清掃用のボートの寄
贈、フィリピンへの消防車寄贈、タイ
王国の僻地への消防車の寄贈、図
書館の改造、書籍寄贈、小学校へ 



放置自転車を整備して寄贈、さらには
浄水装置の寄贈、小学校の給食室の
改築等々、数多くの後進地域への貢献
を続けながら、クラブ内４割の女性会員
のリーダー育成に努めています。今もロ
ータリー２００年に向けてますます女性
リーダーの活躍が期待できるでしょう。 

2640 PDG MarikoYoneda  
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