
前回例会の「会長の時間」

におきまして、細則および内

規の変更案に関する件を本

日の理事会において審議頂

く旨を極く簡単にお話を致

しました。本日、予定通り理

事会において審議頂く予定でおりますが、この変

更案の賛否につきましては、本来ですと、細則は理

事会ではなく定足数を満たす任意の例会にて承認

を頂くものと規定されており、内規は定足数を満た

す理事会により決せられるものと規定されておりま

す。

それでは、今回はなぜ細則・内規ともに理事会に

審議をお願いするかといいますと、①理事会にてご

承認頂くべき内規の変更箇所のいくつかが細則

の変更を前提としているため、内規の変更のみご

審議頂いても意味不明となる恐れがありました。②

理事会において内規の承認を頂いた後、細則を皆

さんにお諮りし、万一、承認されなかった場合には

非常に不都合な結果が生じてしまいます。③皆さん

に例会における細則変更の賛否を問うにあたって

も審議時間の制約がありますので、当クラブの最

高議決機関である理事会による承認を頂いておい

た方が皆さんも意思表示し易いであろう、との三つ

思いによるものです。

本日まだ理事会の承認を頂いた訳では有りませ

んが、承認を頂いた後の予定と致しましては、①審

議頂くときには成るべくゲスト・ビジターのおいでに

ならない方が望ましい。②承認を頂いた折には次年

度クラブ活動計画書に反映させるべく時間的な余

裕がなければなりません。③皆さんに充分変更内

容を確認して頂く時間的余裕を確保するべき。以上

の諸事情により、６月１１日の「第７回クラブ協議会」

の冒頭に多少の時間を頂きたいと考えております。

宜しくご理解の程お願い致します。

世間一般に、団体や組織の規約変更等重要な

案件に関する議決に関しては、総会なり臨時総会

なりを開催し審議することが通常なのですが、ロー

タリーには臨時総会なるものはありません。当クラブ

にとっての総会は毎年１２月第１例会に開催される年

次総会のみとなります。比較的ロータリー歴の浅い

方には是非覚えておいて頂きたいことの一つです。
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【 本日のプログラム 】 5月21日 卓話 「あれから20年どうなるオウム真理教裁判」 弁護士 滝本 太郎 氏
【 次回予告 】 5月28日 夜間移動例会 「創立記念日を祝い、長寿会員を祝おう」 北京飯店

【 第1763例会 】 平成27年5月14日（木） 【 司会SAA 】 池澤 利男 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【ビジター】 見上 周太 様(綾瀬RC)

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)

44名 30名 81.08% 70.59% 11名 原嶋、引田、神作、岸、小松、苗加、梅野

会長の時間 山崎 賢二 会長
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①ネパール大地震の援助協力要請がありました。

目安といたしまして一人/1,000円、ご協力宜しく

お願いいたします。なお、この基金は、食料・水・

衣料品・簡易宿泊施設の提供に使用されます。

②昨日、第６グループの会長幹事会がありました

③５月２１日例会に、志村次年度ガバナー補佐と磯

辺ガバナー補佐がご挨拶に見えられますので、

宜しくお願いいたします。

③本日、例会終了後定例理事会を開催いたします。

お祝いの方々

親睦活動委員会 野口 宏 副委員長

会員誕生日 藤田 重成 君 5月15日

橋本 日吉 君 5月15日

結婚記念日 舘盛 道明 君 5月18日

創業記念日 藤塚 勝明 君 5月17日

「次年度へ向けて」

橋本 日吉 会長エレクト

【みんなのために…ワクワク楽しく

そして仲間を創ろう！】

・みんなのために行動し

よう！楽しくなる様に積

極的にあらゆる機会に

参加しよう！

・ロータリーの魅力を高

めながら仲間との信

頼を築き、新しい仲間

をつくろう！

・新しい仲間は、学びと気付きと活力を組織に与え

てくれます。

K・Ｒ・ラビンドランＲＩ会長のテーマ「世界へのプレ

ゼント」。そして2780地区田中賢三ガバナーテーマは、

「もっと役に立つ もっと面白いロータリー」です。私

は、2015～16年度の運営にあたり会長ターゲットと

して、次のように定めました。「みんなのために…ワ

クワク楽しく そして仲間を創ろう！」です。

環境の変化に伴い、成熟社会に入った今、私た

ちを取り巻く社会や企業経営のあり方、そしてロー

タリーのあり方までがここ数年大きく変わってきて

います。企業経営でも、ロータリーでも、持続可能な

永続発展を遂げるには、働く社員や会員一人一人

が、主体性や自立性が問われてきます。そのために

は、存在価値、帰属意識など…何のために（目的

が）大変重要となります。ロータリーの精神である親

睦や高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ等の中

核的価値観の共有が不可避であります。

私達は、地域のリーダーとして、職業のために、地

域社会のために、世界のために、もう一歩前に勇

気を出して行動を起こす責任と使命があります。正

にみんなのために行動をしよう…であります。社会

奉仕、親睦活動、職業奉仕、姉妹クラブ、青少年育

成、ロータリー財団、米山奨学、会員増強・維持、ク

ラブ運営、公共イメージ、各同好会等の日々の実

践活動を通して、仲間と親睦を深め、もっともっと仲

間とのワクワク感や達成感から、より楽しくなり仲

間との信頼関係が出来てきます。ロータリーの目的

達成と地域での認知度を高めるために、更により

多くの仲間が必要になってくるでしょう。新しい仲

間は、また自分に無かった学びと気付きを与えてく

れて、組織に活力も与えてくれます。また人生の新

しい師となることでしょう。それらの全てが、みんな

のために…そしてワクワクした楽しい奉仕活動となっ

て、結果そのことが、世界（事業や職業に・地域社
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会に・国際社会に）への最高のプレゼントとなって

いくはずです。

「人生は与えた分だけ与えられる」とよく言われ

ますが、見返りを期待せずに尽生（じんせい＝尽くし

て生きる）を心掛ければ、必ず自分に返って来るの

ではないでしょうか…。正にロータリーでよく言われ

る「超我の奉仕Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｂｏｖｅ Ｓｅｌｆ/最もよく奉仕

する者、最も多く報われるＯｎｅ Ｐｒｏｆ－ｉｔｓ Ｍｏｓｔ Ｗ

ｈｏ Ｓｅｒｖｅｓ Ｂｅｓｔ」であります。今年の12月に上映

されるアニメーション「星の王子様」の著者サン・テ

グジュベリ（世界累計1億4千万部発行記録）は、

「世界を動かすたったひとつのもの、それは、情熱で

ある。」と言っています。経営破綻のＪＡＬを3年でＶ

字回復させた経営の神様稲盛和夫氏の成功の方

程式、「成功（結果・成果）＝能力×考え方×情熱」

だと明言しています。私流に言い換えてみますと成

果＝正しい考え方（ロータリー精神）×一体化力×情

熱（熱意）と解釈したいと思います。1年後、3年後、

5年後に私達大和中ＲＣが素晴らしいロータリーになっ

ていくために…職業のために、地域のために、世

界のために、そしてみんなのために…40数名の「情

熱の数」をお貸しください！親愛なる皆さん！その想

いの実現のために、一年間宜しくお願い申し上げ

ます。

【具体的目標】

（1）クラブ運営部門

◆R情報・クラブ研修…5年未満の新会員が増えて

いるので、原点に返りロータリーを語る会やロータ

リーの精神を学ぶ機会を作る。新入会員オリエン

テーションや歓迎会を実施し活性化をはかる。理

想的なリーダーの育成と新会員の教育の実施。

RIや地区の方針をクラブに浸透させ、クラブと両

輪で理想的なクラブ活動づくりの潤滑役になる。

◆プログラムの充実を図りワクワク楽しい「出席して

良かった」例会の開催…特別月間の大幅変更

に準じて面白く企画を立てる。

◆親睦活動委員会…「ワクワク楽しく…感」のクラ

ブ風土を熟成させる大事な委員会として、Ｒファ

ミリーやオブザーバー・ゲストを積極的に参加の

呼び掛けをして、面白くして下さい。家族会・イベ

ントに出来る限り奥様方の参加を呼ぶかける。

（Ｒファミリー担当）

◆出席委員会…出席は義務ではなく権利であり多

くのことを学ぶチャンス…ということの周知をし

ましょう。

◆ソングリーダー…今年も親睦活動委員会で輪番、

ワクワク楽しく面白くなる例会のスタートなので、

指揮者の器量発揮の場です。

（2）会員増強・会員維持部門

◆会員増強…目標5名（最低でも4は必達、内1名

女性会員）夜間例会などに積極的に招待をする。

7、8月のゲストを招いての夜間例会や8月6日ク

ラブ協議会「会員増強拡大月間に際して」で全

会員から1人1名推薦をして頂く。女性経営者…

女性増強担当を設けて1名増やす。新しい職業

やシニア世代担当を設けて仲間を創る。

◆会員維持…例会資料やロータリーの友を渡し近

況の情報交換をし、コミュニケーションをはかる

◆会員選考委員会…新しい職業を選び出す。

◆会場監査（ＳＡＡ）…ワクワク感と楽しさ面白さ感

を醸し出しながらも、厳粛性と高潔性を保つ。

（3）奉仕プロジェクト部門

近年ロータリーとして中核的活動委員会です。他

クラブと連携をし、地域の認知度や公共イメージ向

上に努める。家族・Ｒファミリー・新入会員候補者等、

積極的にイベント参加をして頂く。Ｒ財団地区補助

金やグローバル補助金を理解し、長期ビジョン計画

に次年度へ検討して頂く。

◆職業奉仕委員会…10月経済と地域社会の発展

月間や1月職業奉仕月間に、地域でのミニセミ

ナーや市民相談会等を検討して欲しい。3クラブ

合同開催も認知度の点から面白い。

◆姉妹クラブ友好委員会…11月東慶州ＲＣ合同例

会は、宿泊を横浜、2日目の観光は伊豆熱海方

面を希望、離就任式は6/23～25予定。国際奉仕

事業（カンボジアへの水と衛生支援）への協力。

◆スマイルボックス委員会…ワクワク楽しく面白く

感を醸成できれば、奉仕活動の源泉として役立

つ「素晴らしい贈り物」を私たちで見つけ出すこ

とができるでしょう。そのために用紙をターゲット

にそって新調します。

（4）ロータリー財団部門

会員の皆様の自発的好意による寄付によって支え

られています。補助金は地区補助金とグローバル
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補助金があり、助けを必要としている地域社会や

国際社会に持続可能な変化をもたらす活動に役

立てられます。皆様のご協力を宜しくお願いしま

す。

◆米山奨学委員会…将来、日本と世界とを結ぶ架

け橋となって国際社会で活躍し、ロータリー運動

の良き理解者となる人材を育成し支援する奨学

事業で、ロータリーの目指す「平和と国際理解の

推進」そのものです。10月には、米山月間があり

事業理解のための小学生による卓話を予定して

おります。

◆青少年育成基金委員会…実施要綱に準じて申

請校の選考と地域の青少年による文化スポーツ

などの社会教育を助成し、健全育成をはかる。

（5）公共イメージ部門

会員一人一人がロータリー精神と中核的価値観

をもって、地域での日々実践こそが公共イメージそ

のものです。自覚を持ってことにあたりましょう。地

域新聞・ＦＭ大和、ＪＣＯＭ等のメディアの活用で認

知度アップをはかる。地域でのロータリーデーの実

施。例会にて1分間スピーチのＰＲ時間をつくる。

（6）各同好会

ロータリーの例会等では味わえない仲間とのより

深い信頼関係や親睦を通してロータリーの魅力を

見出す。仲間との情報交換やコミュニケーションを

はかる。ロータリーの仲間から、学ぶと気づきを発見

して、みんなのために、地域社会や国際社会や職

業奉仕に責任をもつ契機をつくる。

（7）その他

◆例会場の準備設営と後片付けの当番制度。4グ

ループにて編成…1G/クラブ運営、2Ｇ/会員増強・

維持、3Ｇ/奉仕プロジェクト、4Ｇ/ロータリー財団

で各理事役員が担当責任者で、1か月交代で廻

す。

◆会長より毎月月初に、何かいい事があったら「会

長ターゲットありがとう！」感謝状贈呈の実施。

◆月に1～2回、3分間スピーチの実施…会社での

事、委員会の事、世の中で起こっていること何で

もＯＫ（担当ＳＡＡ）
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見上 周太 様（綾瀬RC）

本日はお世話様になります。

山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事

本日は、橋本日吉会長エレクトより「次年度に

向けて」の第6回クラブ協議会です。いよいよ新年

度に向けスタートの第一歩です。宜しくお願い致

します。

橋本 日吉 会長エレクト、辻 彰彦 副幹事

本日のクラブ協議会「次年度に向けて」宜しく

お願い致します。

橋本 日吉 君

誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。8

0歳突破目標で頑張っていきたいと思います。宜

しくお願い致します。

髙橋 政勝 君

今日は急用ですので早退いたしますので宜し

くお願いします。

スマイルボックス 石川 健次 委員 本日 \10,000 累計 \654,750


