
２０１９年５月２０日（曇り） 第２週 第２２７１回例会

Song ”我等の生業”

Attendance

会員 ７８名 欠席 １３名 出席率 ７９．３７％

４月分修正出席率の報告

４月 ８日出席率 100％ 欠 席 ０名

４月１５日出席率 100％ 欠 席 ０名

４月２７日出席率 100％ 欠 席 ０名

President Time 大竹敬一 会長

例会前にご紹介のあった髙山45代会長は、汐止RCの多

くの会員が関しているのと同様に、私にとってもロータリ

ークラブでの兄貴分です。高山さんはエピソードに事欠か

ない方ですが、入会して間もなく初代会長に「いつ会長に

してくれるんだ？」と聞いたという話は、初代会長からも

「面白い奴だと思った」と聞いていますので、事実です。

50周年の式典、記念行事も無事終わり、今年の例会も今

日を含めて4回となりました。会長方針の後段「…次なる

半世紀に奉仕の心をつなぐ」を、しっかり実行して収束に

向かいたいと思っています。そこで、本日はクラブ戦略委

員会に関連してクラブフォーラムを行います。クラブ戦略

委員会は、昨年度2760地区の意向を受けて、栗木PPを委

員長として、フォーラムを含めて、３～４回開催されまし

た。テーマは、会員増強を前提として、例会の回数や会員

基準、入会金の是非などでした。私もメンバーでしたが、

それらのテーマについては、あまRCとしては特に大きな変

更はないという方向だったと記憶しています。

今年度は、新たなテーマも設けず戦略委員会は設置しな

い方針でスタートしましたが、村井ガバナーの例会訪問の

折に、委員会の見直しなどをテーマにクラブ戦略委員会の

設置というアドバイスをいただきました。そこで期中では

ありましたが、加藤幹事を委員長として新たなメンバーを

選び、クラブ戦略委員会の復活設置をしたものです。会員

増強、事務局に関することなど２回の議論と理事会への諮

問をしてきましたが、最大の課題が委員会の改編です。田

中年度は既に委員会構成を済ませていますので、山田年度

の委員会構成に反映していただくために、現在までの議論

をたたき台にして、会員の皆さんと認識を共有するととも

に、忌憚のないご意見を伺うフォーラムにしたいと思いま

す。各テーブルの座長を戦略委員会の委員の方にお願いし

Today ６月１０日（第２２７２回）

担当 鈴村與左衛門 国際奉仕委員長

演題 国際大会報告

国際奉仕委員会

Next Week ６月１７日（第２２７３回）

担当 神野恭寿 親睦活動委員長

演題 夜間友愛例会

於：舞鶴館 18:00（お昼の例会振替）

親睦活動委員会



ていますので、どうかご意見をお聞かせください。それか

ら、○○周年ロスと呼ばれる脱力感？から解放され、クラ

ブの活性化をさらに図るためにも、会員増強には全会員で

力を注ぎましょう。今日のフォーラムがそのきっかけにも

なれば幸いです。

Secretary Report 加藤 徹 幹事

１ 次週5月27日（月）、次々週6月3日（月）は定款によ

る休会です。次回例会は6月10日（月）になります。

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

２ （株）ナビハウス（松井会員会社）がポール・ハリス

・フェローに寄付されました。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

大竹敬一 会長

津島との合同ゴルフ大会、お疲れ様でした。見事な勝

利、おめでとうございます。会員の癖に欠席で失礼し

ました。

今日のフォーラム、よろしくお願いします。

日曜に蒲郡の花火フェスに行きました。寒かったけど、

素晴らしい花火です。よければ来年参加してください。

家田安啓 副会長

本日はクラブフォーラムです。活発な議論をお願いし

ます。

加藤 徹 幹事

先日蟹江川で3年ぶりの鵜飼を行いました蟹江川も随

分綺麗になってきました。

酒井和雄君

八坂神社（ちょうちん祭）例大祭の御寄進者の皆さん、

有り難う。名川繊商・黒野君、中部相互警備保障・藤

田隆志君、後藤建設・後藤雅光君、オフィス・コア・

伊藤英毅君、タナパックス・田中正博君、中部ステン

レス・北野君、大竹製作所・大竹敬一君、加藤建設・

加藤徹君、サシヨシ工業・加藤憲治君、東海自動車サ

ービス・東海君、甘強酒造・山田幹夫君、マキテック

・真木君、カシワブッサン・柏子見君。

藤田淳士君

長らく休ませていただきました。

伊藤正征君

5月16日、第33回津島・あま合同ゴルフ大会参加の

皆様、お疲れ様です。晴天に恵まれ、40名の参加とな

り、大いに盛り上がることが出来ました事、心より感

謝申し上げます。結果は、団体戦3点差にてあまRCの

勝利となり3連勝。個人戦では西川君が接戦を制し、

優勝。おめでとうございます。こちらも3連勝。次回

のゴルフは6月13日（木）、第444回例会です。どう

ぞよろしくお願いします。

栗木和夫君

真木君、お世話になりました。カツオのたたき、さぬ

きうどん、大変美味しかったです。

神戸 剛君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

加藤憲治君

昨日、信長生誕485年祭のイベントが、勝幡城跡地で

ありました。

青本道春君

真木君、19・20日と大変お世話になりました。真木

君のおっとりした感覚から1泊2日で1200㎞以上の強

行軍、とんでもないバイタリティにびっくりしました。

また、従業員との信頼関係は、同じ経営者としてとて

も参考になりました。有り難うございました。

藤田隆志君

いいかんじの会、皆様方の激励・アドバイス有り難う

ございました。いよいよ次年度に向け、頑張って参り

ます。

池﨑晴美君

先日は「いいかんじの会」に参加させていただきまし

た。先輩方より、有り難く沢山の激励をいただきまし

た。有り難うございました。

伊藤英毅君

一昨日、興福寺の薪能に行って参りました。楽しい時

間を過ごさせていただきました。合掌。

児玉憲之君

5月7日～14日の日程で、ネパール・カトマンズとパ

キスタン・カラチ地区支援事業に参加してきました。

水野 眞君

今年も東別院音楽祭が盛大に開催されました。佛教讃

歌です。



水谷安紀君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

黒野晃太郎君

大学の同窓会で伊豆へ。12名の会が、病気3名、死亡

3名。半数の出席でしたが、楽しく過ごしました。

田中正博君

5月16日、津島・あまRC合同ゴルフコンペに参加さ

せていただき、大変楽しかったです。参加の皆様、お

疲れ様でした。

合 計 ５６，０００円

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

クラブ戦略委員会

委員長 加藤 徹君

設置の経緯

地区の要請に基づく戦略委員会設置の案が、第５回理事

会（2018年11月5日）にて承認される。委員会の主な役

割はクラブの3～4年後を見据えた各種事項の協議でありそ

の結果を理事会へ報告する。指定委員は会長・副会長・会

長エレクト・幹事・副幹事の5名及び年度ごとに理事会に

て幅広い層から指名された5名の計10名で構成する。委員

長はその年度の幹事が当たる。（位置付けは理事会の諮問組

織）

大竹年度構成メンバー 大竹敬一、家田安啓、田中正博、

加藤徹、藤田隆志、黒野晃太郎、山田尊久、中島英之、池

崎晴美、吉田勤

今年度の開催

第１回 2018年12月 6日

第２回 2019年 2月13日

主な協議内容は50周年以降の会員活性化、事務局に関す

る事項、委員会の統廃合。今フォーラムでは「委員会の統

廃合」に関して会員皆さんの意見をお聞きする。

「委員会の統廃合」について

ロータリーの活動を行う上での重要な場として委員会が

ある。経験豊富なメンバーと新しいメンバーが同じ委員会

で活動することにより、これまでクラブが取り組んできた

事業の継続性や活性化がはかられ世代を超えたメンバーの

交流も促進される。現状は会員数の関係もあり委員会構成

メンバーが満足な状態にあるとはいえない。また委員会の

兼務もメンバーの負担などを考えると望ましくない。それ

らを踏まえて委員会の充実をはかるための一方法として委

員会の統合が考えられる。

意見を出していただくためのたたき台としての「委員会統

合」案

・現在の委員会 統合後の委員会

（職業奉仕）＋（職業分類）→ 職業奉仕委員会

（社会奉仕）＋（環境保全）＋（地域社会）→ 社会奉仕

委員会

（ロータリー情報）＋（出席）＋（会員増強）→ 会員活

性化委員会

（クラブ会報）＋（雑誌）＋（広報）→ 公共イメージ向

上委員会

上記がすべて実現すると現状より７委員会の減となります。

今後のスケジュール

・5月20日 フォーラムにて意見収集、第３回戦略委員会

にて最終案作成

・6月10日 細則変更案を理事会審議

・6月24日 例会（総会）に細則変更案を提出



親睦活動委員会

６月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

宮下 忠克 S22.6. 3 後藤美智子 6. 1

今西 邦弘 S36.6. １ （袈裟美）

北澤 英一 S39.6.25 山田 旬子 .6. 3

中島 英之 S40.6.26 （幸治）

加藤 徹 S41.6.14 古川香代子 6.20

田邊 正紀 S44.6. 7 舩原 里子 6.22

田中 裕子 6. 1

（正博）

大西 恵子 6.28

稲垣美由紀 6. 2

（秀樹）

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

委 員 会 報 告

第27回地区RYLAセミナー（高校生・高専生の部）

青少年奉仕委員会

委員長 中島英之君

3月23日から1泊2日で下記のテーマ、日程でRYLAセ

ミナーが開催され、あまロータリークラブからはボーイス

カウトあま１団の近藤穂高君が参加いたしました。

セミナーテーマ：「心をつなごう ～思いやりと共生～」

セミナー期間：2019年3月23日（土）～3月24日

場所：豊田市少年自然の家

あま1団 ベンチャー隊 近藤 穂高君

今回を終えての反省：

最初家を出発する時、とてつもない不安があった。初め

て、ロータリーセミナーに参加するので何をする場所なの

かもわからなかった。ホテルに到着して周りは、知らない

人だらけで正直戸惑った。それでも、出発するときには、

バスの座席が隣になった子とは、喋れた。そのとき分かっ

たことが「議論をしに行くこと」と「自分以外の参加者は

地域のボランティア活動をしていること」がわかった。

会場について開講式のガバナー挨拶で今回のテーマの意味

を伝えられた。その話しの中では「ありがとうと思う気持

ちは、思っているだけでは伝わらない。言葉にしないと伝

わらない」ことを教えてもらった。当たり前のことなのに

深く納得した。その後は、夢への挑戦について山本さんの

お話しを聞いた。スノーボードのお話があって、とても面

白いと思えるお話しだった。その後は、初めてのグループ

ワークとして「夕飯のカレーの具争奪ゲーム」をした。個

人として無我夢中でゲームをして楽しかったということも

あるが、なによりチームメンバーが団結することによって

チームの団結力が上がったと感じた。その後グループごと

に分かれて反省会を行った。反省点は、いくつか出てきて、

翌日のカレー作りに生かせるよう改善をした。その結果、

上手に役割分担ができ美味しいカレーをみんなで作ること

が出来た。部屋に戻り本題である思いやりと共生について

の議論がはじまった。自分らがいつもボーイスカウトとや

っている風のではなく、もっと難しかった。自分は、共生

という言葉すら知らなかったので、最初は出遅れた。だが、

頑張ってみんなの意見を聞くうちになんとなくわかる気が

した。自分の思う共生は、人と人が思いやりを持った先に

共生があるのだとわっかた。また、議論を行ううえで自分

たちは、何枚かの壁にあたった。それは、グループメンバ

ーの中に海外留学生がいたこと。自分らでもわからない言

葉をどう彼らに説明すればいいのかに悩んだ。その中で、

できるだけわかりやすい日本語ではなしてあげる、そうす

ることも含め共生だとわっかた。それと、思いやりと共生

の違いに気付くには大変だった。そんな中１日目が終了し

た。

２日目、朝起きて山道を歩きすがすがしいを迎え、昨日

の続きを始めた。1時間10分と短い時間の中、共生とは何

かを仮定してそれの具体例を出し合った。自分は中１のと

き、フランス人の子のホームステイを引き受けたことがあ

ったので世界規模での共生の案を出した。それで、みんな

の力を合わせて発表まで完成させることができた。今回の

ライラセミナーでは、貴重な体験もできたし、あらためて

気づくことや、初めて知ることなどを学べた。

最後に、今回のセミナーを通して、今世界は共生が完璧

にできている訳ではないが、思いやりの思いを忘れないた

めにもできるだけ思いやりの気持ちを持ちながら生活して

いけば共生できるのではないかと自分はそう考える。


