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今週のプログラム
次週のプログラム
（２０１６年 ７月 ７日

第８４４回例会）

（２０１６年 ７月１４日 第８４５回例会）

会長・幹事就任挨拶

委員会活動方針発表
担当

担当

黒川 彰夫会長

クラブ奉仕委員会

山田 克子委員長

木下 健治幹事

国際奉仕委員会

藤田 芳浩委員長

第８４３回例会 （２０１６年 ６月３０日）の記録
【会長の時間】

松田 親男

皆さん今晩は。今年度最後の例会を迎えました。年を重ねると時間の流れが速いとは言いますが、
あっという間に季節が過ぎ去って１年が終わってしまった感じがしています。
クラブ行事を初め、ＩＭを含む色々な地区行事を、大過なく終了できましたこと、各委員会の委員長
様初め、委員の皆様、会員の皆様に感謝し、心からお礼申し上げます。
正直言いまして、２回目の会長職でもありましたので、何とかなるだろうとタカをくくっていたの
は確かです。しかし、いざふたを開けてみますと、一回目では見えなかったものが見えてくると言う
こともありまして、ロータリーという組織についても、色々と考えさせてもらった１年でもありまし
た。

一年前の会長の挨拶で、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、お話しさせていただきましたが、果たして十分なことができたのでしょうか。
自分なりの反省も含めて、後ほど検証させて頂きたいと思います。ひとまず会長の時間はこれで終わ
ります。また後ほど・・・

写真は 松田会長

＜お客様＞

本日のお客様はおられません

＜出席報告＞

西本明文出席担当

＜ロータリーソング＞

全会員

♪SING EVERYONE SING♪
会員数（内出席免除会員 4 名）

23 名

本日の出席者数（内免除会員 3 名） 19 名
90.48 ％

本日の出席率

前々回 6 月 16 日は定款に基づく休会

＜ピアノ演奏＞
1 雨の日と月曜日は
2 美女と野獣

＜幹事報告＞
１

近藤美里さん

山本友亮幹事

ＲＩ第３ゾーンの次期理事選出にあたりまして、投票の結果、当地区の指名委員に高島凱夫氏、

補欠委員に立野純三氏が承認されました。
２

ＲＩ日本事務局より７月のＲＩレートは１ドル 102 円と連絡がありました。
【参考：6 月 1 ドル 110 円】

３

ＩＣＵ（国際基督教大学）より学報が届きましたので回覧いたします。

４

本日皆様のメールボックスに次年度第１四半期会費請求書を配布いたしましたので、明細をご確

認の上、7 月末日までにご納入ください。
＜委員会報告＞
ありません
写真左 山本友亮幹事

写真右 松田会長から槌を受け取る黒川次年度会長

会長退任挨拶

「最終例会にあたって」

松田 親男会長

◆今年度最後の例会を迎えました。全部で４６回の開会点鐘を打ちました。全て印象に残る４６回の鐘でし
た。
◆会員増強 新しい仲間が二人も増えて、喜ばしい限りでしたが、別の一名の会員がご家庭の都合で、退
会のやむなきに至りました。ご本人から事情が好転すれば、再加入したいとのご意向も伺っております。心
待ちにお待ちしています。
◆特定会員への負担増 人数が少ない→個人の負担増→活動意欲の減殺、という悪循環を断ち切らなけ
ればなりません。
◆積極的参加と帰属意識 クラブ行事への参加は帰属意識を高めますが、企画・立案・実行に関わることは
もっと絆が強くなります。クラブ活動への積極的参加は、会員増強と共に悪循環を断ち切る原動力となりま
す。
◆企画 帰属意識の原動力は参加することです。しかし面白くもない行事に参加を求めるのは、無理があり
ます。参加したいと思えるような企画を立てることが必要です。それを受けて、２月のファイアーサイドミーティ
ングでクラブ行事の見直しフォーラムを行いました。積極的な発言ありがとうございました。
◆戦略委員会 戦略計画委員会設置については、会長の時間でも説明したとおりです。そのような委員会
が必要だとしても、クラブの身の丈にあった議論をして行きたいものです。
◆ＩＭ再編成 地区が予定しているＩＭの再編成について、会員に周知していただくことができました。
◆財政 水島会計にて、メイプル基金・ラオス基金の推移を見守っていただき、財政の健全化に資するもの
かどうかの検討を頂いております。単純に会費増額という手段をとれない以上、しばらくは両基金の運用状
態を見極めるしかないように思います。
◆ＩＭ ＩＭはクラブ全員が一丸となって企画し、組織し、協議し、実行した行事でした。少人数のクラブでも、
熱意さえあれば立派なものができると言うことを証明しました。私は達成感と共に、皆さんのおかげで、とても
良い気持ちにさせて頂きました。
◆福島２１ＲＣとの交流 姉妹クラブの 15 周年記念例会に、大挙 11 名で駆けつけました。久しぶりの交流
で、旧交を温めることができました。
◆理事会 今年の理事会は本当に活発に議論が出て、楽しい理事会でした。理事者の皆様は、大人の対
応ができる、本当に暖かい仲間と言うことがよくわかりました。
◆米山奨学生 肖玟岑（ショウ ミンツン）君が卒業し、鄭珉贊（ジョン ミンチャン）君を迎えることができまし
た。
◆最後に『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だ。』といつも思っています。私はこの１年間、十分暖かい気持
ちにさせていただきました。水本副会長、山本友亮幹事、理事の皆様、会員の皆様、事務局近藤さん、１年
間本当にありがとうございました。 水島ガバナー補佐エレクトの来年度のご活躍をお祈りしております。黒
川次期会長、バックアップを宜しくお願いします。
最後に、岡部先輩が一日も早くご病気を回復されて、例会に臨まれますことを祈念いたしまして、私の皆様
に対する謝辞とさせて頂きます。 ありがとうございました。
幹事退任挨拶

山本 友亮幹事

本日 6 月 30 日をもちまして、本年度の幹事を終わらせていただくことになるのですが、何分、不慣れでロ
ータリーの知識も乏しく、会員の皆さまにはこの 1 年間ご迷惑をお掛けしっぱなしであったことを、まずもって
お詫び申し上げます。そして、改めてこの 1 年間を励まし続け、助けていただきました会員の皆さまには心よ
り厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
幹事という大役を仰せつかり本日まで何とか辿り着いたわけですが、本当にこのクラブは素晴らしい文化
を持ったクラブだな、と感じた 1 年でした。代表的な事柄は、やはりＩＭのホストクラブを務めたことであったと
思います。何度も何度も打ち合わせを行いましたが、イヤな顔ひとつせずに、おひとりおひとりが力を発揮し
ていただける会員さんばかりであったと思います。
また、理事会やＩＭ委員会の場におきましても、議論に際しては是是非非で臨まれますが、決定事項にな
れば一致団結で気持ち良く遂行していただけるということもこのクラブの会員の皆さまは素晴らしい人格者の
集団だなと感じました。この素晴らしいクラブ文化は、設立 18 年間で育んでこられたご努力の賜物だと思い
ます。
この文化を汚すことなく今後も千里メイプルロータリライフを楽しませていただきます。
会員の皆さま、1 年間の温かいお力添え感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

<ＳＡＡ報告>

藤田芳浩SAA

＊スマイルボックス
松田会長
黒川会員
相原会員
山田会員
水本会員
小山会員
西本会員

一年間ありがとうございました
松田会長・山本幹事お疲れ様でした
同上
同上
同上
同上
コメントなし

＊ロータリー財団
松田会長
藤田会員
黒川会員
山田会員
高尾会員
渡邊会員

1年間ありがとうございました
梅雨が続きます
健ちゃん来週から宜しく
出張 出張で疲れています。あさってから小豆島に出張です。
黒川次期会長・木下（健）次期幹事来週から宜しくお願いします
松田会長・山本幹事1年間お疲れ様でした

＊米山記念奨学会
松田会長
藤田会員
小山会員
渡邊会員
黒川会員
コメント無

1年間ありがとうございました
6月最終日最終例会です
松田会長・山本幹事1年間お疲れ様でした。
同上
山本幹事 健ちゃんをサポートしてね
高尾会員・西本会員・山本（雅）会員

＊ラオス基金
黒川会員
松田会長
コメント無

ラオス行き 3月 本気ですよ
1年間ありがとうございました
山下会員・西本会員

＊メイプル基金
藤田会員
松田会長
高尾会員
木下（健）会員
西本会員
黒川会員
相原会員
山本友亮幹事
山下会員

松田会長・山本友亮幹事に感謝
1年間ありがとうございました
松田会長・山本友亮幹事に感謝山本友亮幹事 ご苦労様でした
同上
会報やっと終了
松田会長 来週からもよろしく
今年も皆出席 健康に感謝
皆さま本当にありがとうございました
コメントなし

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞
出席表彰
表彰対象期間 ２０１５年７月２日～２０１６年６月３０日
表彰該当条件 （１）ホームクラブ例会皆出席達成者
松田会員
（２）メイクアップを含む例会皆出席者 相原正雄会員 藤田芳浩会員 岸上和典会員
木下吉宏会員 水島洋会員 水本徹会員 高尾修会員 山本友亮会員
連続 18 年皆出席者（チャーターメンバー） 相原正雄会員 岸上和典会員
クラブ入会以来 連続皆出席者 連続 13 年 3 か月 皆出席 水島洋会員
連続 9 年 6 か月 皆出席 藤田芳浩会員
不連続 9 年 8 か月 皆出席 木下吉宏会員

出席免除会員 中西和也会員 岡部次郎会員 佐伯吉捷会員 村田純子会員
名誉会員 池田進会員

（担当 小山）

