
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第７９８回例会 （２０１５年 ７月 ２日） 例会の記録 

 
＜国歌斉唱＞ 

♪君が代♪ 

＜ロ－タリ－ソング＞ 

♪奉仕の理想♪           全員 

＜本日のビジター＞   

米山奨学生          肖 玟岑さん 

＜会長の時間＞         松田会長 

皆さんこんばんは。一昨年１２月にエレクトに選

ばれ、まだまだと思っていましたら、今日は、も

う船出と言うことになりました。 久しぶりの会長

の時間です。2006～2007 年度にも会長を務めさせ

ていただいて、今回９年ぶりの再登場と言うこと

になります。一度経験していますので、エレクト

に選ばれた頃には、何とかなるだろうと、変な自

信があったのですが、２月には補助金セミナーと

PETS、４月次年度のための地区協議会、５月北摂

12 クラブ新旧会長幹事会、６月会員増強セミナー

など目白押しに行事が続きました。それと平行し

て地区からアンケートやら、資料やら膨大な情報

が飛び込んできまして、やっぱり大変やナーとち

ょっとプレッシャーを感じているところです。 

先日の高尾会長・木下幹事のご苦労さん会では、

追い打ちをかけるように、ある会員から厳しいご

指導もいただきまして、益々身の「引き締まる」

ではなく、身の「縮こまる」思いをしております。 

 さて、今年一年、千里メイプルロータリークラ

ブが、どこへ向かって、どんな方法で船出するの

か、それは後ほど、じっくりと説明させていただ

きますので、ひとまず会長の時間はこれで終わり

ます。 

＜ピアノ演奏曲＞      近藤美里さん 

１． Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ  

２． 茶色の小瓶 

３． ミモザ 

４． 美女と野獣 

＜幹事報告＞         山本 友亮幹事 

1.本日、第１四半期会費請求書を各メールボック

スに配布致しました。金額をご確認の上、今月末

までにご納入よろしくお願いします。 

2.ガバナー月信ファイルがご入用の方はお持ち帰

りください。 

3.本日例会終了後、「おしどりの間」にて第３回理

事会を開催致します。理事・役員の皆様はご出席

下さい。         

７月の誕生日       ２日 黒川会員 

前高尾会長・前木下吉宏幹事に記念品贈呈 

２０１５年７月 ９日発行 会報 第７９９号 

今週のプログラム 
（２０１５年７月 ９日 第７９９回例会） 
       委員会活動方針 
  （クラブ奉仕委員会・国際奉仕委員会） 
 

担当 木下 健治委員長・山田委員長 

次週のプログラム 
（２０１５年 ７月１６日 第８００回例会） 
      委員会活動方針 

（社会奉仕委員会・職業奉仕委員会 
    青少年奉仕委員会） 
担当 山下委員長・小山委員長 
   岸上委員長 



＜出席報告＞        西本出席担当   

会員数（内出席免除会員４名）   ２２名 

本日の出席者数 

（内免除会員３名・名誉会員 1名）  １７名 

本日の出席率          ７６．１９％ 

前々回（6月 18 日）の修正出席率 ７７．２７％ 

＜ＳＡＡ報告＞             

＊スマイルボックス 

松田会長：松田、山本丸の出航です。よろしく！！ 

山本友亮幹事：本年度皆さまどうぞよろしく御願

い申し上げます。 

相原会員：松田会長お世話になります。 

水島会員：今年度ＩＭ２組ガバナー補佐エレクト

です。よろしくお願いします。 

コメント無し：岸上会員・西本会員・山下会員 

＊米山記念奨学会 

松田会長：本日 理事会です。よろしく 

相原会員：理事の皆様よろしく 

藤田会員：肖君、ようこそ 元気ですか？ 

コメント無し：岸上会員・西本会員・高尾会員 

山下会員 

＊ロ－タリ－財団 

松田会長：１年間よろしくお願いします。 

藤田会員：S・A・A出席担当 西本会員、S・A・A  

     補助、岸上会員、小山会員、木下健治

会員１年間お願いします。 

高尾会員：肖 玟岑君ようこそ！！ 

コメント無し：岸上会員・山下会員 

＊ラオス基金 

松田会長：今日は少々お疲れです。 

藤田会員：山本友亮幹事１年間よろしくお願いし

ます。 

岡部会員：また転倒。相原会員に迷惑をかけてい

ます。 

コメント無し：岸上会員・西本会員・山下会員 

＊メイプル基金 

松田会長：先週、例会後楽しかった。 

山本友亮幹事：先週は皆さま大変ありがとうごい

ました。 

相原会員：山本幹事よろしく。 

藤田会員：松田会長１年間よろしくお願いします。 

小山会員：松田会長山本（友）幹事の船出を祝っ

て！ 

水本会員：松田会長。山本（友）幹事１年間宜し

くお願いします。 

水島会員：松田会長。山本（友）幹事１年間宜し

くお願いします。 

村田会員：船出ですネ、お２人の個性豊かな年に

なりますように、座っているだけでも

チョビットお役に立てていますかし

ら？ 

西本会員：新年度 始まります。 

岡部会員：新年度のスタートを祝して。 

高尾会員：松田会長。山本（友）幹事１年間よろ

しく。 

コメント無し：岸上会員・山下会員 

＜卓話＞ 松田会長       就任ご挨拶 

ラビンドラン RI 会長（スリランカ）は、本年度の

テーマとして Be a gift to the world（世界の

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう）を掲げておられます。「私たち

の人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほ

ど与えたかによって判断されるのです。ロータリ

ーを通じて世界にプレゼントすることで、誰かの

人生に、そして世界に真の変化を起こせるのです。

世界のプレゼントになろう。」と提唱しておられま

す。  2660 地区ガバナー立野純三氏は、「改革を！

ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）を！」の

テーマを付け加えておられます。重点項目として

は①ポリオ撲滅 ②会員増強 ③ロータリー財団 

④戦略計画委員会 ⑤地区改革 ⑥人材育成 ⑦

ＩＴの活用を掲げておられます。 

 



  私は、2006～2007 年度の当クラブ会長を務めさ

せていただき、今回 9 年ぶり２回目の登場です。

その当時の記録を見ますと、就任の挨拶のときに

次のようなことを言っています。『奉仕活動を通じ

て「チョット暖かい良い気分になれること」「そん

な気持ちを仲間と共有できること」、それがロータ

リーアンであることの原動力かなと思っていま

す。』また、『小さいなりにきらりと光るクラブで

ありたい、義務ではなく、あの人に会いたい、あ

のことを話したい、行ってみたいと思えるクラブ

でありたい。』とも申し上げておりました。 

 その気持ちは、再登場の今回も変わりはありま

せん。前回の会長の時と同様に肩肘張らないで、

地道に、そんな目標が実現できたらと思っていま

す。 当クラブは 2016 年 2 月 27 日に開催予定の

ＩＭロータリーデーのホストを務めることになっ

ています。2004 年 2 月、今は亡き長野会長の時に

ホストを務めて以来 13 年ぶりとなります。全員一

丸となって成功を納めましょう。その達成感が少

しでもクラブの求心力の源になればと祈っていま

す。 さて、喫緊の課題と考えていますのは会員

増強です。個人的には、このままでは、クラブの

存続自体が危ぶまれるのではないかとの危機感を

持っています。 我々は奉仕を目的とする集団で

す。組織として種々の奉仕活動をするためには、

最低限の個体数が必要です。増強・増強とばかり

声高に叫ぶのはいかがか、と思いますが、奉仕の

為には個体数は必要不可欠の要素です。また、少

人数の場合、組織としての活動を特定の会員にお

願いせざるを得ない場合もあり、努力頂いている

会員にとっても、このような負担が、いずれクラ

ブ活動の意欲を減殺させる要因ともなりかねませ

ん。会員数の減少（不足）は、真摯にクラブ活動

に参加している会員の意欲もそぐ結果となってい

ます。  ２つめはクラブ活動への積極的参加であ

ります。親睦行事や懇談はクラブへの帰属意識の

きっかけとなりますが、奉仕活動の企画や実行に

少しでも関わることにより、達成感や連帯感を通

じてより帰属意識を高揚させることができ、親睦

の実も上がると考えています。会員増強とクラブ

活動への積極的参加は、悪循環を断ち切る大きな

要素と考えています。 ３つめは、参加したいと

思えるような企画です。面白くもない企画に無理

矢理協力を求めることはできません。各委員会が、

これなら面白いといえる企画を立ち上げて、会員

の関心を引くことが大切です。４つめは財政です。

歴代会長・幹事・委員長が、いつも財政で苦労さ

れています。会費を増額するのか個別の奉仕金で

対応するのかは困難な問題です。会費増加が及ぼ

す影響、行事や奉仕活動の充実、運営費用の公平

負担など相反する要素が絡み合っており、皆様の

お知恵をお借りして、効果的な改革を行いたいと

思っています。皆様のより一層のご協力をお願い

する次第です。 

山本 友亮幹事 就任挨拶 

本年度、当クラブの幹事を務めさせていただきま

す山本友亮です。まずは幹事が一番心配しなくて

はならない財政面のことですが、ここ数年の会長

さん・幹事さんのご尽力、また、会員の皆さまの

温かいご理解とご協力のおかげでキレイな形での

財政運営ができるのではないかと、感じておりま

す。少ない会員数でありながら、メイプル基金の

創設による会員の皆さまのご協力があり、一般会

計の部のみでの運営が本年度もなされていくこと

になろうと思っておりますので、相変わりませず、

メイプル基金の方も何卒よろしくお願い致します。 

ご無理を言ってお願いした会計の水島会員、また

本年度もメイプル基金の途中経過などお手数です

がよろしくお願いします。ただ、特別例会や移動

例会、また松田会長が実現したいとおっしゃって

いる旅行などの際には、皆さまにはご負担いただ

かなければならないことも出てまいります。 



切り詰めながらもロータリークラブらしいものに

していただきたく思いますので、どうぞよろしく

お願い致します。こちらもご無理を言ってお願い

した親睦委員長の水本会員、お力添えをお願い致

します。 私は入会後３年経過しても勉強不足の

せいかロータリー活動がまだまだ理解できており

ません。地区との関係や補助金などの仕組みも全

然わかっておりません。先輩の皆さまからご指導

をいただきながらにはなりますが、一生懸命に取

組み勉強させていただこうと思っております。 

会員の皆さま何卒ご指導いただけますようお願い

致します。 私は、この３年間千里メイプルロー

タリークラブに参加させていただいておりますが 

本当に会員の皆さまが仲が良くて楽しいクラブだ

と感じております。不愉快な思いをしたことが一

度もなく、毎週木曜日が待ち遠しい心境です。こ

れもひとえに会員皆さまの素晴らしい人間性の賜

物だと思っております。先日、地区研修に参加し

た際には卓話中の私語にはどのように対処されま

すか、という質問がありました。当クラブでは不

必要な悩みだなと思いました。本当に規律正しい

例会が実施されていると感じます。 

このクラブの先人が作ってこられた良き伝統、素

晴らしい文化、楽しい雰囲気を維持継続していけ

れば、必ずやお仲間が増えていくと確信しており

ます。増強への第一歩はこのクラブの明るさ、楽

しさ、仲の良さを保っていくことだと思います。 

 その為にも、松田会長の思いを理解して補佐し、

またクラブの皆さまのが楽しい１年を送っていた

だけることを考えて精一杯努めさせていただきま

すので、皆さまのお力添えを心よりお願い申し上

げます。   （担当 藤田 芳浩） 

 


