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▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　　古川　彰治　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　槇野　　稔　会員

次 週 予 告 5月23日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　フリートーキング

5月16日（水）

第907回例会報告 5月9日（水）
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2011～2012　年度

R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう　博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間
　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　皆様、久しぶりですね。先週はGW、そ
の前は３クラブ合同例会でしたので、私は
２週あいてしまいました。また４月28日は
恒例の地区協議会でした。参加して頂いた
方々、御苦労様でした。例年なら４月29日
の祝日にあるのですが、今回は４月28日が
土曜日、29日、30日は連休ということで早
められた様ですね。参加して頂いた次期役
員の方々には、この後御報告よろしくお願
いいたします。
　さて、私は生まれて初めて、NHKの朝ド
ラを１話も欠かさず見ております。そう「梅
ちゃん先生」です。堀北真希ちゃんが、女
医として頑張っていく様子が楽しみで、つ
いつい欠かさず見ております。ただ今日お
話ししたいのはこの「梅ちゃん先生」では
なく、昨年放送されていた「カーネーショ
ン」です。皆様見ておられましたか。私は
先程も言いました様に、これまで一度も朝
ドラは見ておりませんでした。ただ今回こ
の29、30日の「梅ちゃん先生」の後にこの
「カーネーション」の総集編をしており、診
療がお休みでひまであったため、ついつい
見ておりました。御存知の方も多いと思い
ますが、舞台は大阪岸和田。有名なコシノ
３姉妹のお母さんのお話で、ついつい引き
込まれて見ておりました。それで早速、嫁
さんと２人で岸和田へ行ってきました。道

プ ロ グ ラ ム

路はどこも一杯で近場しか行けなかったの
もありますが、岸和田城、だんじり会館、
たこ地蔵を回ってきました。岸和田の語源、
知っておられましたか？元々ここに岸城と
いう城があり、その昔、楠正成の一族であ
った“和田氏”がここを居城として再興し
たため、“岸和田”という地名ができたの
だそうです。
　また５月４日は、奈良の母親と妹に会い
に行き、母の日は福島へ行っているので、
母の日のかわりとして３人で“ル・ベンケ
イ”へ行ってきましたところ、母も妹も非
常に喜んでくれました。去年ロータリーで
行っていなければ、とても知らなかった所
です。ロータリーのおかげで親孝行ができ
ました。

「2012年　地区協議会報告」
　　　　　　　　　次期会長　蓮尾　春輝
▶2012～2013年度　田中作次R.I.会長テーマ
　　ガバナーエレクト　石丸鐵太郎（神戸南）
Peace Through Service
次期：より活き活きとしたクラブを目指して
・ロータリーに対する思い
　　より上質の人生を求めて
　１．生きていくだけの人生
　２．自己満足の人生
　３．人のための人生という事を知った人生
　４．人のための人生に喜びを感じる人生
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・ロータリーの奉仕
　　１．奉仕の理想　Ideal of Service
　　２．超我の奉仕　Service above self
・奉仕とは
　　ゆるす心　思いやる心
　　恕の心
・ロータリーは一つの人生哲学
　　ロータリーは基本的には一つの人生哲
　学である。利己的な欲求と他人のために
　奉仕しようとする感情の間に常に存在す
　る矛盾を克服する作業である
▶田中作次R.I .会長エレクト
　テーマ：Peace Through Service
　　　　　奉仕を通じて平和を
　　　　　八潮ロータリークラブ
　　　　　株式会社タナカ（家庭紙卸売業）
　貧乏な家の８人兄弟４番目
　村と市場を往復の人生
　集団就職
　事業の成功
　八潮ロータリーへの入会
R.I.理事
　2009年バーミンガム国際大会委員長
　ポリオ撲滅提唱グループメンバー
　未来の夢　委員会委員
　ロータリー平和フェローシップ基金を設立
平和
　戦争、抗争、飢餓や貧困のない
　発言と選択の自由がある
　幸福感や心の平穏
奉仕
　他人を思いやる心→行動
　行動しなければ何もない
　心の持ち方ではない
　マザーテレサの言葉「ほんのわずかな行
　動でも積み重ねると平和に通じる」
◎世界平和フォーラム
　ベルリン…国境のない平和
　ホノルル…平和のための緑の環境、その
　　　　　　保全
　広　　島…平和はあなたの心から始まる
　　　　　　（5月7日～8日）
▶R.I.戦略計画の３つの優先項目（次年度）
　①クラブのサポートと強化
　②人道的奉仕の重点化と増加
　③公共イメージと認知度の向上
▶重点分野（WHOの事業内容とよく似ている）
　①平和と紛争予防・紛争解決
　②疾病予防と治療

　③水と衛生設備
　④母子の健康
　⑤基本的教育と識字率向上
　⑥経済と地域社会の発展
▶2680地区の運営
　1．戦略計画委員会
　2．研修委員会の独立
　3．広報委員会の新設
　4．環境問題小委員会
　5．財団委員会の強化
▶各クラブ会長エレクトに対して
　『ほんの少しの勇気を出して、みんな一緒
に仲良く、そして楽しく、夢を持って』ク
ラブを運営していって下さい。

「幹事部門分科会から」
　　　　　　　　　次期幹事　槇野　　稔
・幹事の役割について
・具体的な任務
　その他、ガバナー事務所との対応
　R.I .規定審議会について
　　規定審議の流れ
　　具体的な提出立法案
　広報に対する考え方
　　本年度から広報活動ガバナー賞を設ける
　　公共メディアの利用実績とホームペー
　　ジ等
　　ロータリアン、一般市民への情報開示
　　実績とに分けて加点方式で採点する
　各クラブとも広報に力を入れて下さいと
いうことでした。（新幹線グリーン車のウェ
ッジという雑誌の８月号にロータリーの広
報があるそうです。御参考まで。）

「クラブ奉仕部門分科会」
　　次期クラブ管理運営委員長　田中　哲三
１．次期クラブ奉仕委員長挨拶（奥村祝夫
　氏・西宮甲子園RC）
＊ガバナークラブ奉仕委員会への諮問事項
　確認
　①クラブへのCLPの推奨
　②クラブへのR.I.会長賞の支援（会員増強
　　について）
　③より楽しく元気なクラブにするための
　　方策についての意見交換
＊CLPの推奨
　・クラブを長期的に発展させる方策である
　・“組織の簡略化”は誤り
２．グループ別自由討議

（
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　　7～8人程度のグループに分かれて、地
　区クラブ奉仕委員が加わり、諮問事項に
　ついてフリートーキング。
①・CLP導入は少数派
　・常任委員会は4～5程度で、委員の掛け
　　持ちはない
②・JC繋がりによる会員増強（候補者には、
　　複数RCからのオファーがある）
　・個人推薦（同業者・知人等）
　・女性会員は古参会員が同意しない
　・企業会員の退会・高齢会員の退会
③・親睦活動（ファイヤーサイドミーティ
　　ング、食事会、ゴルフ会等）
　・同好会活動（野球）

「増強・拡大部門分科会報告」
　　　次期増強・拡大委員長　田辺朱希美
○開会　15；00
○開会挨拶
　副リーダー　福元　　均（相生RC）
　（次期増強・拡大副委員長）
・次期アドバイザー挨拶
　カウンセラー　柴田　整宏（西宮夙川RC）
　（次期増強・拡大委員会アドバイザー）
・次期増強・拡大委員長挨拶
　リーダー　獏　　泰吉（宝塚武庫川RC）
　（次期増強・拡大委員長）
・基調報告
　副リーダー　猪子　禮司（姫路東RC）
　（次期増強・拡大副委員長）
・総括
　リーダー　獏　　泰吉（宝塚武庫川RC）
　（次期増強・拡大委員長）
○第一部全体会議における、地区委員会へ
　のガバナー諮問事項といたしまして
・会員増強の重要性をクラブへ周知
・各クラブ会員純増3％、地区全体で90名の
　増強
・女性・若年会員（45才迄）・財団学友の入
　会の推奨
・新クラブの設立支援
・会員増強セミナーの実施

　上記のような、諮問事項があげられまし
たが、次期アドバイザー柴田様より特に二
つめの会員純増３％はなかなか難しいので
はないか？でも、次期、石丸ガバナーの時
33年ぶりの日本人R.I.会長、田中作次R.I.会
長（八潮RC）が着任されますので、尚更会

員増強に積極的に力をいれて頂きたい。月
１回会員・増強委員会を開くと同時に退会
防止策（安易な入会の勧誘を行わない、下
半期の６月前に退会防止策を練るetc.）にも
力を入れて頂きたいと述べられました。旧
クラブ（歴代ガバナーが選出されている）
RCには女性会員が少ないので是非女性会員
の入会にご尽力ください。
　世界のRCでは約８割に女性会員がいます
が、日本のRCでは95.6％が男性会員のみで
4.4％のRCに女性会員が居るという状況だそ
うです。そして、最後にクラブにとってその
クラブが栄えるのも、増強・拡大委員会の
力です、と締められ…重大な責任のあるお
役に「あー大変だ！！！」と痛感致しました。
それと同時に現在ホームクラブには８名の
素敵な女性会員が（もちろん私も入れて頂
きます）存在するという事は本当に鼻の高
いことでございます。そして、来期、会員
増強・拡大に皆様のお知恵・お力を拝借で
きます事をご期待いたしましてご報告とさ
せて頂きます。

谷口　敏彦　君…久し振りの例会です。よ
　くお休みしてすみません。
草野　　旦　君…風薫る５月です！明日か
　ら娘の嫁ぎ先の北海道へ行ってきます。
　皆様、よい日々を！！

　　本日合計　　　　　　12,000円
　　本日までの累計　　896,814円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　草野　　旦　会員

◆出席報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
4月26日

本　日 33

33

4

3

29

30

26

21 6

89.66

90.0
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◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・次週例会　ホテル駐車場混雑が予想され
　ます。車で出席の方はご注意ください
・次週例会予定変更
　槇野会員卓話→地区協議会出席報告＋自
　由討議
　槇野会員の卓話は5/23に順延  
・2680地区　ローターアクト地区大会　6/
　17（日）開催。参加希望者は事務所まで連
　絡ください。 
・国際ロータリー日本事務局財団室からの
　連絡→財団NEWSを４月より毎月配信
　R. I .ニュースレター、毎月メールで配信
　中→R. I .広報活動としてメール配信が増
　加。広報委員会は対応よろしくお願いし
　ます。

◆スポット
「理事・役員会議事録」
日　程　５月９日（水）
時　間　20時00分～20時30分
場　所　宝塚ホテル
出席者　栗田・蓮尾・田中（哲）・前田・中迫・
　　　　草野・大西・阪上・古川・槇野・
　　　　竹原
内　容
⑴須賀川南RC25周年記念例会5/12（土）出
　席
・御祝金＋復興協力金の再確認（５万円＋
　100万円）
⑵例会　食事（主食）の件
・洋食時の主食　パンとライス併用を申し
　入れする
⑶ 6／13次年度活動報告を予定、来月々初
　には活動計画書の提出をお願いする。　
　

▲誕生日や記念日を迎えた会員を皆でお祝い
　しました

須
賀
川
南
Ｒ
Ｃ
「
創
立
二
十
五
周
年
記
念
例
会
」
に
出
席
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ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

 「サンクコスト」いう言葉を聞いたこ
とがありますか。過去の出費のうち、回
収不可能な費用を「サンクコスト（埋没費
用）」というそうです。身近なものだと、
前売り券を買ったものの、結局行きそび
れた映画やプロ野球の観戦チケットなど
が、これに当たります。このようなサン
クコストの呪縛は、「もったいない」とい
うマインドや、自分の失敗を認めたくな
いという意識から生じるものだとか。こ
れとうまく付き合わないと、多くの時間
を無駄にしたり、冷静で適切な判断がで
きなくなるなど、新たな弊害を生み出し
かねませんね。

ひとくち

▲2012年5月13日日曜日　福島民報　掲載
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