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今週のプログラム
次週のプログラム
（２０１７年 ５月２５日 第８８３回例会）

（２０１７年 ６月 １日

『ラオス視察報告会』

担 当

第８８４回例会）

『世にも恐ろしい話』

松田 親男会員

卓話者

村田 紀和 様

担

村田 純子会員

当

第８8２回例会 （２０１７年 ５月１８日）の記録
＜会長の時間 ＞

黒川 彰夫会長

今週の例会を含めて、私の会長もあと僅か（６回）となりました。しかし、ホッとしてはおられ
ないのが実情です。と申しますのは、会員増強が焦眉の急であると考えるからです。様々な状況から
我が千里メイプルロータリー・クラブも２０人割れの可能性があると思われるからです。
日本の多くのクラブが会員増強について知恵を絞って、様々な努力をしておられます。
例えば、ＲＩ第２７１０地区（広島・山口エリア）では２０１６年７月２４日に同地区の大之木精二
パストガバナーが、会員増強セミナーにおいて「会員増強の王道を探る」という演題で、①会員数の
推移と現状、②会員減少の原因、③増強の為の基本姿勢、④具体的な増強対策 を解析し、増強とは
何であるかということを説明されています。とくに、会員減少の原因については、ロータリークラブ
がもたらす内的原因と外的原因とに分けて考察しています。内的には以下の５点を挙げています。
１．不可避の退会：死亡、疾病、高齢など、２．前例踏襲主義による運営のマンネリ化、３．ロータ
リーの魅力の希薄化、４．単位クラブの規模縮小化（２０人以下のクラブが全国の２０．５％）
５．クラブ内の対応不備。次に、社会構造の変化がもたらす外的なものとして、４点を挙げています。
１．富裕層・中間層の縮小による基盤の脆弱化、２．人口減少、３．地方都市の過疎化、４．経済環
境の悪化。これらを拝見すると我がクラブにも多くの合致点があります。結論では、
「増強を困難にし
ている時代背景が存在するとは言え、それなりの自覚と情熱があれば、まだまだ増強は可能であると
の信念をもつことが大切である」と抽象的に述べておられます。別の団体の「会員増強」を見ますと、
２月２３日の「会長の時間」でも述べましたように非常に分かり易く具体的な資料が発信されていま
す。例えば、
「誘ってみよう！クラブのための新勧誘ガイド」などは世界戦略として極めて優れたもの
です。ロータリアンも一見すべきものに思えます。
私の２回目の会長もあと僅かになってまいりましたが、ふと考え込んでしまいました。もうしばらく
ロータリーライフを楽しませて頂くためには、会員増強は必定でありましょう。

＜お客様＞
鄭 珉贊君（米山奨学生）

＜出席報告＞

松田 親男出席担当

＜ロータリーソング＞

全会員

♪手のひらを太陽に♪
23 名

会員数（内出席免除会員３名）

本日の出席者数（内免除会員２名） 19 名
86.36 ％

本日の出席率
前々回 5 月 4 日は祝日休会

＜ピアノ演奏＞

近藤 美里さん

1 亜麻色の髪の乙女
2 プリンセス・ワルツ
3 タイスの瞑想曲

＜幹事報告＞
１
2

木下 健治幹事

ともしび会よりニュースレターが届きました。回覧します。
本日例会終了後、おしどりの間に於きまして理事会及び２０周年記念委員会を開催いたします。
担当者の皆様はご出席ください。

＜委員会報告＞
親睦委員会

山本 友亮副委員長

第２回 ＳＳ会 黒川会長杯ゴルフ表彰式
優勝

山本 雅之会員

２位

藤田 芳浩会員

３位

山下聰一郎会員

ベスグロ 山本 雅之会員
ＢＢ

木下 健治会員

会長賞

水島

洋 会員

第３回 黒川会長杯ゴルフのご案内
開催日

６月１１日 日曜日

場 所

アートレイクゴルフ倶楽部

<次期幹事報告>

山本 友亮次期幹事

5 月 25 日 例会終了後に次年度の活動方針についてのアッセンブリーを開催しますので、関係
会員はご出席ください。

＜卓話＞
「私の既往歴」
相原 正雄会員
私の自己紹介を兼ねて、81 年間に罹患した疾病とその克服法をお話しして、会員の方々の自己管理
に役立てることを願っています。
生年月日： 昭和１１年５月１１日生れ 干支はネズミ
本

籍： 佐賀県小城市

出 生 地： 韓国 大邱市

現在は豊中市緑丘
終戦時は釜山市に在住

父は、朝鮮総督府税務監督局に勤める公務員で、私は９歳で１９４５年９月に引き上げました。
私の既往症の２病は椎間板ヘルニアと腰椎辷り症はスキー時の転倒により発症したものです。
左頸部劇痛、左上肢のシビレ感、肩こり、頭痛に悩まされる症状は現在も続いております。
50 歳になって頸椎椎間板ヘルニアの手術を受ける覚悟でしたが、当時の手術術式はヘルニアを
摘出した後、椎体を固定するため骨盤の骨を移植し骨融合までベッド上で安静位をとることに耐
えかねると考えて手術を断念しました。
腰痛は徐々に増悪して５８歳なって１０ｍ歩行すると激痛とシビレで動けなくなりました。
翌年、ロータリーの会長を控えておりましたので、58 歳時に手術を受けることを決断しました。
術後の経過は順調で、ゴルフも出来るようになり快適な日常に戻りました。
75 歳頃からは高血圧症、脂質異常症を患って薬を服用しております。77 歳には咳が続き咳喘息で
治療中です。75 歳頃になって、原因不明の右鼠蹊部痛、右臀部痛を来しレントゲン検査で右股関
節の変形症が判明し、次男の執刀で右股関節全置換術を受け通常通りの歩行ができています。
75 歳頃から排尿障害が出て、尿閉を起こすことを懸念して手術を受けて経過は良好です。本年 2
月 9 日に狭心症の発作をおこし救急車で国立循環器病センターに搬送され、直ちに冠動脈造影で
狭窄が認められたので血管拡張術とステント留置術をうけました。狭心症の発作を起こす 5 分前
に投与を受けたばかりの薬を服用して心筋梗塞にならずにすみました。 15 年前に弟が心筋梗塞
を起こして、急死して国立循環器病センターに搬送されておりましたので、私も 4 月 4 日までの
命と考えながら治療を受けておりました。実は、祖父の命日は昭和４４年４月 4 日で、父はその
10 年後の昭和５４年 4 月 4 日に亡くなりましたので、私も本年 4 月 4 日までの余命と考えながら
治療を受けておりました。私のアンラッキーナンバーは４なのですが、経過は順調で本日を迎え
ております。
ラッキーナンバーは１１です。昭和１１年５月１１日生まれで、ロータリー入会日は４１歳時の
８月１１日です。また、終戦４日前の昭和２０年８月１１日は、私達兄弟にとってはラッキーな
日です。当時朝鮮でも毎夜 B２９の爆撃を受けておりましたので親戚の防空壕で夜を明かす日が
続いておりました。この日の朝から弟が下痢をしたので自宅の押入れでやすみました。その夜爆
撃を受け防空壕は埋もれて親戚１１人が亡くなりました。毎夜避難していた１３人の中で私達兄
弟２人だけ生き残りました。
命拾いをした私達に、母は『神が世の中に尽くせと２人を残したのだから、従弟９人分世に尽
くせ』と言って育てられました。人生 50 年と言われていた時代ですから、81 歳の誕生日を迎え
ました。まだ社会に尽くし切れていないので、この世に残されていると考えています。
何年後の４月４日までこの世に居られるかは分かりませんが、元気なうちは世に貢献すべく努力
をしなければと考えながら過ごしている今日この頃です。

<ＳＡＡ報告>

山本 友亮 SAA補助

＊スマイルボックス
黒川会長
松田会員
村田会員
西本（明）会員
水本会員
小山会員

相原先生の卓話を楽しみにしています
岡部さん ようこそ
相原先生 卓話楽しみです
相原先生 卓話楽しみです
総会や会合など仕事以外でバタバタしてます
安さんからのお土産を忘れてきたお詫び

＊ロータリー財団
黒川会長
藤田会員
高尾会員
山田会員
水島会員
西本（詩）会員
相原会員

小山さん ご無事で
今週は暑くなってきました
相原会員 卓話よろしく
相原先生 卓話楽しみに出席に参りました
相原会員 卓話よろしくお願いします
相原先生 卓話楽しみです
卓話です よろしく

＊米山記念奨学会
黒川会長
藤田会員
小山会員
村田会員
山田会員
コメント無

会員増強を考えよう
鄭君 元気ですか 暑くなります
先週欠席のお詫び
小山さん お疲れ様でした いかがでしたか 久し振りの安さんとの時間は
あ～ やること沢山あって大変 大変 先週に引き続き やっぱり更年期になっているヒマもない
西本（明）会員・山本（雅）会員・相原会員

＊ラオス基金
黒川会長
木下（健）幹事
藤田会員
西本（詩）会員

ラオスに行きたい
相原先生 卓話楽しみです
次週ラオスの報告です 宜しくお願いします
今日は休診日 一日中家事頑張りました

＊メイプル基金
黒川会長
岡部会員
西本（明）会員
西本（詩）会員
藤田会員
山本（友）会員

庭の藤に毛虫
お久し振りです
五月晴れの良い天気です
各界の若い人の台頭がめざましいです 平和がずっと続きますように
相原会員 卓話楽しみです
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＞

（文責 相原 正雄）

