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◆4 つのテスト◆
言行はこれに照らしてから
① 真実かどうか？
② みんなに公平か？
③ 好意と友情を深めるか？
④ みんなのためになるかどうか？

大東ロータリー会長テーマ
「LIGHT UP DAITO

２０１４年～２０１５年度

ロータリーに輝きを

国際ロータリーのテーマ

平成 26 年 8 月 5 日
今週の卓話
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「会員増強および拡大月間」
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先週の例会報告
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ロータリーソング

信一 会員
桐蔭高等学校 吹奏楽部 総監督 梅田隆司氏
桐蔭高等学校 吹奏楽部の皆さん

39 名

ゲイリー C.K. ホァン

今月のテーマ
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㈱コンシャンズ

次週の予定
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次世代の断熱材について
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会長の時間

髙島

登

会長

本日、中野隆二君が入会され会員が 40 名とな
りました。昨日、寝屋川にて IM3 組会長幹事会が
開催されました。会員数を当クラブは 39 名と報
告するのにとても抵抗がありましたが、今度から
は 40 名と言えるのですこし嬉しく思います。
先週例会終了後に行われた剣道大会にて 30 年
の歴史に終止符が打たれました。第 1 回大会は昭和 60 年です。昭和の時代から続
いていた青少年奉仕事業が終わる事には色々諸事情が有るとしても、とてもつらい
気持ちになります。剣道大会に尽力されました諸先輩方、特に加藤先輩におかれま
しては 30 年間大変有難うございました。
水、木は幹事、親睦委員会のメンバーと秋の家族会の下見で東京へ行って参りま
した。東村委員長の紹介で総理大臣官邸の内部を見学する事が出来ました。
今迄色々な建築物を見て来ましたが、この建物は格別です。日本を代表する迎賓
館ですから当たり前ですが、本当に贅の限りを尽くしているとはこの事だと思いま
した。職業柄面積と価格が気になりまして、尋ねてみました。延床面積 25,000 平
方メートル総工費は設備込で 700 億との事でした。なんと 1 坪当たり 925 万円！！
その他も東京はとてもにぎやかな印象を受けました。ビルの建築現場の数も大阪と
は比較にならない程沢山有りました。東京を見ていると、東京五輪迄は日本の好景
気は続きそうな気がします。
10 月 7 日、8 日の秋の家族会は親睦メンバーが盛りだくさんの企画をしています
ので皆さんふるってご参加下さいますようよろしくお願いします。
今日で 7 月最後の例会になりますが、会長を務めさせて頂いて１ヶ月になります。
この１ヶ月の間ホームクラブ例会以外で「米山奨学歓迎会」
「インターアクト例会」
「インターアクト海外研修オリエンテーション」「四條畷警察署管内中学校対抗剣
道大会」「秋の家族会東京下見」「IM3 組会長幹事会」そして本日の情報集会と明日
の親睦委員会懇親会と会長として大変多忙な１ヶ月となりました。幹事をしている
時は会長がこんなに忙しいとは思いませんでした。今頃になって藤本さんが大変ご
苦労されたんだなと感じます。これから会長として色々な経験をさせて頂ける事が
今からとても楽しみです。これからもよろしくお願いします。

大矢

幹事報告

克巳

副幹事

昨日、会長幹事会へ髙島会長と大東幹事の代理ということで出席させていただき
ました。
そして、今年度 CK ホアン RI 会長が提唱されているロータリーデーを地区で実
践するために、地区で 8 月 12 日に若手ロータリアン研修セミナーが開催されます。
55 歳以下のロータリアンを対象に、クラブ横断的にネットワークを広げていただ
き、ロータリーの魅力をさらに大きくしてゆこうという試みです。対象者の方はご
参加宜しくお願い致します。
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8 月 29 日（火）場所、まんま家於 クラブ奉仕委員会の情報集会が開催されました。

委員会報告
◎ニコニコ箱

間

紀夫

委員長
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君

中野隆二君これから宜しくお願いします 髙島

登

君

谷中

清孝

君

・心機一転、身も心も髪もさっぱり清めました

藤本

和俊

君

・剣道大会

欠席お詫び

上田

正義

君

・木田先生

いつもお世話になりありがとうございます
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芳男
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氏
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巨峰

君

木村

克己

君

・中野隆二君をよろしくお願い致します

中野

秀一

君

・東京下見では髙島会長、大東幹事

東村

正剛

君

間

紀夫

君

東野

喜次

君

・東京お疲れ様でした

君

・橋本さん、池田さん、中嶋さん、佐藤さん、山田さん
お世話になりました

感謝

・例会欠席お詫び
・本日、情報集会

御参加よろしくお願いします

・髙島会長、大東幹事、東村委員長
東京下見お世話になりました
・青少年奉仕

剣道大会に参加

・髙島会長・大東幹事

杉原副委員長

お世話になりありがとうございました

・橋本委員長、剣道大会お疲れ様でした

感謝

お世話になりました

感謝

・皆様のニコニコに感謝
インターアクト気をつけて行ってきてください
・BPS 大東

無事開発許可がおり工事着工できました

・池田さん、谷中さん、中嶋さん、橋本さん、佐藤さん
大変お世話になりありがとうございました
2 本足で歩けるように治します

色々と迷惑をかけてすみません
山田

伸

君

◎インターアクト委員会

空門

満也

委員長

来週の火曜日より海外研修があります。参加者は 8 時 45 分関西国際空港４階国
際線出発ロビーキャセイパシフィック航空チェックインカウンター（C ｶｳﾝﾀｰ）前
で集合となっておりますのでよろしくお願い致します。

◎ゴルフ同好会

田川

和見

キャプテン

今年 1 年、ゴルフのキャプテンをさせていただきます田川です。本日ゴルフ会費
の請求書をポストへ入れさせて頂きましたので、よろしくお願い致します。
第１回目は 9 月 10 日（水）タラオの予定です。
また、グルメ同好会は 8 月 28 日（木）ポンテベッキオ（西梅田）の予定です。
ご参加の程よろしくお願い致します。

『高見の郷』

●日本の桜百選 3

奈良県東吉野村杉谷
1000 本のしだれ桜と山々の絶景を楽しめる「天空の庭 高見の郷」は、吉野の山に匹敵す
るようにと、大自然の中にしだれ桜の庭園を作りたいという想いから誕生いたしました。
杉檜を育てるにも百年近くかかる中、他では類を見ない数のしだれ桜の育成にじっくり
と取り組んでいます。年々その姿を変え、美しく成長していく人工林としだれ桜を、一
度お尋ねください。

先週の卓話

「

クラブ奉仕部門の運営について

小川

」

芳男

クラブ奉仕委員長

クラブ奉仕委員長として卓話をしなさいという
事であります。
本年度の活動方針に書かせて頂きましたように
クラブ奉仕とは、「クラブの機能を充実させるた
めにクラブ内で会員が取るべき行動に関わるもの
である」と定款に記述されていますが、いまひと
つピンとこない言い回しであります。職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕 青少年奉仕
の４大奉仕委員会があります。職業奉仕委員会のように対外的にも対内的にも機能
する委員会もありますが、この４つの奉仕委員会が対外的活動の委員会であり、ク
ラブ奉仕委員会は、総務的な機能を担当する各委員会、
（対内的活動をする各委員
会）を統括する委員会としての機能を持たされているわけであります。
会員増強・入会時の職業分類・会員選考そして例会や各事業を運営または調整を
する委員会などでありますが、親睦委員会を始めとして非常に重要な役割を持たさ
れている委員会ばかりであります。
会員増強が緊急の課題であります。全国的には、入会者が減少しているのではな
く退会者が増加しているという話を昨年聞かせて頂きました。大東ロータリークラ
ブも同じ傾向にあるのかと思います。会員増強策・退会防止策ここ数年クラブ奉仕
委員長・会員増強委員長が、卓話において提案をされておりますが、残念なことで
ありますが、現実は、増強どころか、減少に歯止めがかかっておりません。
私からのこの問題に関する話は一つだけあります。ロータリーは、アイサーブだ
と言う会としての基本理念がありますが、この問題は、団体競技の考えも必要かと
思っています。もちろん強烈なリーダーシップを持った人物が要りますが、和歌山
太地町の捕鯨が参考にならないかと思っています。去年、交野ＲＣの周年式典に出
席させて頂いたとき５年で倍近くの会員数になっておられるのを聞き、その手法を
数人の方にお聞きしました。頭の中に太地町の捕鯨が浮かびました。帰ってさっそ

くインターネットで太地町の捕鯨を検索してみました。
（チームを組んで船に乗り
込み、数隻でクジラを取囲み、時間をかけて湾に追い込む漁法）と書かれています。
まさに交野ＲＣの方がおっしゃっていた手法であります。従来の手法のひとつであ
ります大間のまぐろの一本釣りとも言える手法は、大事な手法ではありますが、個
人の力量が必要で、もう一つの手法を持たなければと考えています。大東ＲＣの同
好会のゴルフやグルメ会や歩こう会などの活用もいいのかもしれません。考えてみ
て頂ければと思います。
もう一つの問題であります。この数年間、５０周年の会長を誰が、という事も関
係して色々な問題が顕在化してきたように思います。もちろん、根っこの根っこに
は、会員数の減少があるのだと思いますが、会長人事の件では、10 数年間メンバ
ーでいさせてもらっておりますが、他人事としてとらえておりました。しかしいつ
の間にか順番が回ってきて、今年度、私は、と言いますと、クラブ奉仕委員長とロ
ータリー情報委員長・副会長・会長エレクトと、２つの理事職と 2 つの役員職を仰
せつかっております。本年度会長高島会員も去年このような役職におられました。
大変違和感がおありだったのではないかなと推察いたしますが、なぜかそっくりそ
のまま私に引き継がれました。理由は、理解していましたので、おっしゃったよう
に引き継ぎました。幹事の翌年はロータリー情報委員長を務めるという事と、副会
長はクラブ奉仕委員長を兼任するという事が、幹事の翌年に会長エレクトと副会長
を同時に務めるという事態になり、このようになっております。私と致しましては、
これをそっくり次の年度に送る気持ちは、ありませんでしたので、上田正義会長の
考えをお聞きして、その意向に沿ってあれこれと動いても見ましたが、どうもうま
くいきませんでした。自分自身の次の人事がむずかしく、私が指名された時のよう
に、次をよろしくお願いしますと言いますと、ハイ分かりました、という返事を頂
けなく、それでは、次の方は、と言うと、やはりいい返事はなく、これは、５０周
年が絡むから駄目なのか、などと思い悩み、大変苦慮したものであります。１年間
幹事を務めさせて頂き、多くの方からの助言を頂きました。
クラブ運営の根幹に係わる貴重な話や若い会員からの叱咤激励も、そして先輩会
員からの心癒される励ましの言葉など私のロータリークラブでの財産がひと回り
膨らんだように思います。その中に役員人事に関することも御座いました。
役員人事はロスター順にすすめられております。副会長・会長エレクト・会長と

進んでいくという事

今は、幹事を副会長の前年に務めるようになっています。

ただ途中離脱をされたとき空席は、どうするのか？という事、今回までは、圧縮
をされておりました。
その結果、幹事を務めた翌年に会長エレクトと副会長を兼任する事になっており
ます。けれども、もう圧縮は、できません。これ以上の兼任は、不可能です。
理事役員をひきうけた方にも

いろいろな事情が重なってせっかく指名を頂い

た役職をお断りしなければならない時があると思います。もっと言えば、途中で役
職を降りなければならない事があるかもしれません。その時であります。その空席
をどのようにして埋めるのか、であります。私が、教えて頂いた一つの方法であり
ますが、副会長・会長エレクトの役職をやむなく途中離脱された時、その会員を幹
事または副会長に指名した会長が、その空席を埋めるわけです、とうぜんその先に
２回目の会長職があるわけであります。その埋めるはずの会長がすでに会員でおら
れない時は、その一つ前の会長が、その任にあたると言うものです。この方法を幹
事からスタートさせるものなのか、副会長からスタートさせるべきものなのか議論
の余地があるのかもしれませんが、現時点は、幹事からスタートしています。この
方法をとることで、幹事から会長までの人事で圧縮兼任をすることがなくなり、ロ
スター順の後ろの予定者が、急に順番が回ってくることもなくなります。
ただ元来の形が出来上がるまでは、順列を度返しにして途中参加して頂かないと、
かえって、いつまでも今の圧縮兼任された形が、保たれてしまいます。
そしてこの会長役員人事をロスター順に動かせていく訳でありますが、仕事・家
庭の都合で断らなければならなかった会員は、この順列から離脱したものとし、復
帰可能になった時点で理事会に連絡していただき、理事会はそれを受けて新しい順
列を決定する。と言うのが、良いのではないかと考えております。会長の順列から
離脱された会員には当然他のかたちでの参加協力を頂かなければならないのです
が、この順列への復帰が、会としての力の源にもなりうると思われますので、ご自
分での復帰への決定が大変重要になるかと思われます。みなさまに御一考して頂き
たく、話させて頂きました。

