
いよいよIM開催が近づいて来ました。IMは、Interc

ity Meetingの略で都市連合討論会です。第６グルー

プ4市のロータリーの会員が集まり意見を交換し、

親睦を深めることを目的とし、また多くの人と出会

える機会です。皆様のご協力を宜しくお願いします。

ロータリーには、ロータリー用語がたくさんありま

す。会員でなければ分からない、会員でも分からな

い事が出てきます。ロータリーだけでなく、業界用語

はどの業界にもあり、自分の仕事でも先日、ダンゴ

貼りなのでアンコが4隅に入らないので、テンバや

出隅、入隅はアンコをサシテおかないと割れやすい

と話していたら、ダンゴとは、アンコとはと聞かれまし

た。寿司屋などではわさびの、わを抜いて「さび」や、

お茶を「あがり」と、他にも通の方にはたくさん言い

方はあるそうです。おでんにもコンニャクを「負け相

撲」、大根を「役者」と言うそうです。コンニャクは砂

払いとも言って、腹の中の掃除をしてくれるそうで、

砂を払ったら相撲では負けで「負け相撲」、大根は

どのように食べても当らないので、当たり役のない

役者は「大根役者」だそうです。

最後にIMを、高橋清実行委員長のもと全員の力

で成功させましょう。

【ロータリー財団】

藤田 方巳 会員 マルチプルポールハリスフェロー

①後期の例会費の納入をお願い致します。

②2月度のロータリーレートは1ドル＝102円です。

③2月20日、18時半より北京飯店にてクラブフォー

ラム「I Mを終えて」の夜間例会を行います。皆様

ご参加を宜しくお願いします。

④次週2月6日例会終了後に役員理事会を開催い

たします。

第7回理事・役員会 審議事項

①クリスマス家族例会収支報告を承認。

②12月度予算収支報告を承認。青少年育成基金
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【 本日のプログラム 】 2月6日 卓話 「イニシエーションスピーチ」 プログラム委員会
【 次回予告 】 2月9日（日） 第６グループIM オークラフロンティアホテル海老名

【 第1701例会 】 平成26年1月30日（木） 【 司会SAA 】 古郡 清 君
【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 野口 宏 君 【 ビジター 】 河西 正彦 様（大和田園RC）
【 ゲスト 】 第６グループガバナー補佐 佐々木 和夫 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

42名 32名 82.05% 86.84% 8名 原嶋、引田、北島、鈴木、竹内、富澤、梅野

1706号

会長の時間 岸 幸博 会長

幹事報告 中島 康次郎 幹事



の経由をクラブ活動計画書に残す。

③交通事故撲滅大作戦収支報告承認。エンドポリ

オ基金、ヤマトンバッチは大和中ロータリークラブ

で収支を行う。財団に振込ます。

④舘盛会員の出席免除申請を承認。

⑤リベルタ賀詞名刺広告を承認。

⑥手続要覧は全会員分＋10部を雑費より購入を

承認。

⑦JCより賛助お礼と継続の確認承認。

お祝いの方々

親睦活動委員会 野口 宏 委員

会員誕生日 石川 健次 君 2月2日

橋本 吉宣 君 2月4日

創業記念日 髙橋 政勝 君 2月1日

「IMにむけて」

司会進行: 橋本 日吉 IM幹事

1、I M実行委員長挨拶及び経過・当日のスケジュー

ル説明 高橋 清 IM実行委員長

2、佐々木和夫ガバナー補佐挨拶・3部討論会につ

いての説明 佐々木 和夫 AG

3、1部から4部まで進行 総務委員会 横澤創 様

4、会場準備・備品・レイアウト・看板等

会場委員会 松崎 正実 様

5、5部 懇親会・アトラクション等

懇親会委員会 石川 健次 様

6、記録・報告等 記録委員会 伊藤 英夫 様

7、予算案・予算執行状況 会計 古郡 清 様

8、質疑応答

9、会長講評 岸 幸博 会長

【 IMとは 】

IM ( Intercity Meeting )

インターシテイーミーティングの略称。グループ、

分区単位で、ガバナー補佐が主催して開かれるこ

とが多いようです。テーマはロータリーのこと、そし

て一般社会のことで、その時に話題になつている

こと、考えなければならない問題点など、多岐にわ

たります。形式も講演、フォーラムなどいろいろあり

ます。この会合では、知識を広め深めるとともに、

グループ、分区内の会員の親睦も重要な目的です

から、親睦会も併せて開催されます。( ロータリージャ

パンより )

Intercity Meeting ( IM 都市連合会 )

近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリー

の会合。討論の主な内容は、4 ( 5 )大奉仕部門を

カバーしつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを

検討する。クラブ全員参加のこの会合の目的は、

会員の相互の親睦と知識を広めることであって、

さらに会員にロータリーの情報を伝え、奉仕の理想

を勉強するために開催される。決議や決定はない。

IMへの出席はメークアップとなる。 ( ロータリー情

報マニアル 2007,RI2650地区刊より )

[ 佐々木和夫AGのねらい ]

Ａ.1部 開会式 、2部 特別講演、3部 討論会、4部

閉会式、5部 懇親会の5部構成とする。

Ｂ.3部の討論会は、グルーブ内クラブで抱えている

課題や過去3年間経験されたPAGから問題提

起をして頂き、その解決の為の討論を行い他ク

ラブからの学びや解決策を導き出し自分のクラ

ブへ持ち帰り活動の指針に繋げていく。

また次年度ガバナー補佐にも加わって頂き、会長

任期18ケ月であることの意識向上を目指し次

年度の抱負も話していただく。問題提起後、他

クラブからの無責任でも突飛でも意見を聞きた

い。その中に少しひねれば良い解決策があるか

も知れない。何事もトライしよう。各クラブの意見

や提案を自分のクラブへ持ち帰り、活動の指針

に繋げてほしい。
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Ｃ.懇親会は品良く、ロータリーで行った事業などに

関わった方々の発表の場などとのコラボで楽し

く行いたい。

[ 討論会のテーマ ]

[ 復活のとき、だから今こそリーダーシップ ]

～ロータリーの再生そして活性にむけて～

IM企画書 特別講演について

アベノミクス効果により、日本人のマインドが変

化してまいりました。日本人は、永きに亘る閉塞状

況から抜け出す気配を感じ始めました。2780地区

のロータリー会員も、昨年度は久しぶりに純増に転

じました。

そして、東京オリンピックの招致が決まり、2020

年の東京が約束され、日本中の国民が歓喜にあ

ふれ、新しい時代の到来を予感した瞬間でありまし

た。この素晴らしいタイミングに、IMホストクラブを

拝命した偶然に感謝するとともに、IMを成功させな

ければならないという使命感は、我がクラブの共

通の認識であります。

IMに参加されたロータリアンが、楽しみ、興奮し、

そして未来への希望に胸を膨らませるような大会

でありたいと思います。

昨年度の2月にIMのホストが決まり、新年度に

入ってから組織も固まりました。これからは、この大

会にどのように魂を入れていくかという段階です。

IMの主たる目的は、会合を通じて知識を広め深

めると共に、グループ内の会員の親睦を深める事

にあります。この目的に沿うて議論を深め、周到な

準備をしていくことが肝要であります。

先日、某銀行の講演会でスポーツジャーナリスト

の二宮清純氏の講演を聴く機会がありました。ス

ポーツ界でのリーダーシップ論がテーマで、野球、サッ

カー等、私たちがなじみの深い人たちを取り上げて

の講演でした。1時間半に亘る長時間の講演でし

たが、ユーモアを織り交ぜた興味深い内容で、ロー

タリーにおけるリーダーシップ論にも通じる感銘深

い講演でした。東京オリンピックが決まり、今、スポー

ツの力が注目されている中、二宮清純氏を招聘し

て講演会を開催する絶好のタイミングだと思います。

そして、氏の講演は必ずやロータリアンに大いなる

満足を提供する事でしょう。

講演内容の一部を紹介します。2011年、日本中

が熱狂した女子サッカーワールドカップ。決勝戦で

宿敵米国を破り、世界一に輝いたあの瞬間は皆様

の記憶に残るドラマでした。1点ビハインドの延長

戦後半、宮間のコーナーキックに澤がニアに飛び込

み、右足をかすめてゴールした瞬間、同点に追いつ

いた瞬間です。正に奇跡が起こりました。日本中の

誰もが、ワンバックのヘディングシュートで諦めかけ

ていたその時、彼女たちは皆、前を向いていました。

まだチャンスはあると。

あのチームのリーダーは、名実ともに澤ほまれ選

手です。彼女はイレブンにいつも、こう言ったそうで

す。「苦しい時には私の背中を見なさい」と。

栄華を極めたローマ帝国は、帝王から王子へ、そ

のまた王子へと帝王学を伝えました。その帝王学

の最初のページに「il bello dorso」とあります。凛と

した、毅然とした、美しい背中という意味です。良き

リーダーたらんとするものは、自らの地位にふさわ

しい凛とした、毅然とした、美しい背中を持てという

ことです。

昨年度のIMのテーマは、組織の活性化でした。

ジャクサの川口教授による「はやぶさがもたらした、

人と組織の活性化」の特別講演の後、クラブ活性

化アクションプランの討論がありました。ロータリー

という組織の衰退に歯止めをかけるための各クラ

ブの取り組みが発表されました。時間の関係で議

論が生煮えだったことは反省材料でしたが、組織

の活性化が喫緊のテーマであるという認識は共有

できたと思います。

本年度は、クラブの活性化を進めるために、ロー

タリーにおけるリーダーシップを討論してはいかがで

しょうか。

私たちは、選ばれた誇り高きロータリアンです。そ

れぞれが、地域の、そして企業のリーダーです。ロー

タリーは、凛とした美しい背中を創る同上でもありま

す。澤選手の様に「私の背中を見なさい」と言える

ようなリーダーシップこそ、私たちロータリアンの目

標ではないでしょうか。
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詳細につきましては下記よりダウンロード下さい

http://sdrv.ms/TpSc5u
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佐々木 和夫 様（大和RC）

本日も、また2月9日も宜しくお願い致します。

河西 正彦 様（大和田園RC）

今年はじめてお伺いします。本年も宜しくお願

い申し上げます。

岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

佐々木AG、高橋清IM実行委員長、本日はIMク

ラブフォーラム、宜しくお願い致します。

高橋 清IM実行委員長、橋本 日吉IM幹事

いよいよ、IMまであと9日となってまいりました。

皆様IM成功のために、本日のクラブフォーラム宜

しくお願い致します。また佐々木ガバナー補佐、

お忙しい中ありがとうございます。

横澤 創 君

佐々木ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいまし

た。IMまで、残すところ10日あまり、補佐のリーダー

シップで、成功間違いなし！！ですネ。

後藤 定毅 君

休んでいましたら、苗加さんが入会されたとの

こと、温めのお風呂に入るようにゆっくりロータリー

を楽しみましょう！

石川 健次 君

誕生日のお祝いありがとうございます。昔は、

年齢の割に若いと言われたこともありますが、今

はそれなりです。

橋本 吉宣 君

誕生日祝いありがとうございます。

伊藤 英夫 君

先週欠席のため、家内の誕生日のお花ありが

とうございました。いくつになっても女の子なの

ですね。

橋本 日吉 君

先日妻の誕生日のお祝い、綺麗なお花を頂戴

して、大変喜んでいました。ありがとうございまし

た。

髙橋 政勝 君

創業記念のお祝い、ありがとうございました。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \17,000 累計 \621,000


