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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 

＜ソング＞ 奉仕の理想 

 

 

＜会長の時間＞  会長 三枝 祥一 
 
本日、礼服に白ネクタイで出席しましたのは、午後から南
小学校の入学式に出るためです。私は評議員をやっており
ます。評議員とは、市長が任命しますが、品行方正な人と
なっております。私は適任者であると確信をしております。 
 

 

学校評議員とは 

学校評議員とは、学校運営に関して意見を述べる人員のこ

とです。学校評議員の制度は、学校教育法施行規則第 23

条の 3などに定められています。 

高等教育（大学等）を除いた学校（幼稚園、保育園、小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校）に

は、その学校の設置者の定めるところのより、学校評議員

をおくことができる。学校評議員は校長の求めに応じ、学

校運営に関して意見を述べることができる。 

学校評議員の委嘱は、その学校の職員以外のもので教育に

関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦

により、その学校の設置者が行うものです。 

本来は、評議員一人一人がそれぞれの責任によって意見を

述べるべきものですが、通常は、評議員が一堂に会する「学

校評議会」などの会合と通して年 2回程度意見が述べられ

ています。 

この制度は、2000 年 4 月 1日に成立している制度です。 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

広報・雑誌委員会    久々野 委員長 

 

広報･雑誌委員会としての時間ですが、この後、橋本次期

会長からのお時間もありますので、少なめに話させていた

だきます。 

 

 

さて、広報活動というと、今ではインターネットが世界的

な標準となっております。当クラブも HP を作成し、会報

なども HP 上で印刷などが出来ますので、紙での媒体から

早く脱却を図りたいのですが、まだ約半数の方が紙での提

供を希望されている現状です。次のステップとしては連絡

事項もメールなどに移行してペーパーレス化を実現する

為にも、早めに HP 閲覧などへの訓練をしていただいた方

が、今後の皆様自身のためにもいいのではないでしょう

か？ 

さて、次にご紹介したいのは、お手元の資料にありますが、

全国のロータリアンの集まりに「全国ロータリアンインタ

ーネット協議会（JRIC）JAPAN Rorarian Conference」と
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いうのがあります。 

1998年 9月に全国から37名のロータリアンから結成され

概要は書いてありますので、詳細は読んでいただき、興味

のある方は、お持ち帰りになってからこの「JRIC」の HP

を是非ごらんになってください。 

 

ところが、「そんなもん見ん！」と言うありがちな我が儘

な方のために概要をお話いたしますと、 

 

1. 年会費 ￥3,000 円 と非常に安い 
2. 全国のロータリアンと地区などを超えての交流や情
報の交換がおもにメールなどを中心としてできる。 

3. 年に 1～2 回総会とか、オフ会などとして全国のどこ
かに集まって会合がある。 

4. メーキャップの対象になります。 
30 分以上 HP を見て、アンケートに答えればメーキャ

ップの成立となります。 

 

是非、ご検討をしてみてください。 

以上、広報雑誌委員会でした。 

 

 

次年度の活動方針 

       

【ジョン・ケニー ＲＩ会長エレクト ＲＩテーマ】

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」 

 

ケニーＲＩ会長エレクトは、

２００９～２０１０年度の

ＲＩテーマ「ロータリーの未

来はあなたの手の中に」と発

表しました。ここに３万３千

のロータリーの未来が、より

良い世界の希望が、見える。

ロータリーは会員すべてが指導的立場にある人々である、

説き伏せたり要求してはいけない。意欲を喚起し導くこと

である。ロータリーではすべてがクラブから始まりクラブ

で終わる。ロータリー活動はクラブが主体。どのような奉

仕をするかはクラブできめるもの。クラブが自冶権を持つ。

ロータリーの未来は各クラブが形作るもの。私たち一人一

人がロータリーを力強く引き継ぐべき。ロータリーの方向

は私たちの行動で示すもの。ロータリーの未来はあなたの

手の中にあるのです。[We：you loggic に注意]無理な目

標を立てず。年度が終わった時に少しでも会員が増えてい

ること。一度きりより、継続性をもとう。ロータリーをよ

い方向に導くのは、超我の精神をもつロータリーの皆さん

の助けがあって始めてできるものです。「ロータリーの未

来はあなたの手の中に」あるのです。 

 

【岩本 忠 次期ガバナー 地区目標】 

「ロータリーのこころを大切にしよう」 

 

強調事項：「識字・社会教育・ロータリーらしさ」 

○「識字」について、ここ数年の間に私たちの周辺に日本

語の読み書きができない人たちがたくさん居るようにな

りました。その人たちは日常生活に医療や公的な届出でや

緊急事態対処などに不便を来たして困っています。そのよ

うな例は従前からもあり、それらの人々に対して小さな教

室を設け、チームを組んで支援する事例がありました。外

地の識字率のみならず、身近なところで言語習得や文字教

育の支援を必要としているのです。 

○「社会教育」は、学校教育や知識教育に対するもので、

特に日常の生活指導や基本的要素の躾けがこれに当たる

と思います。残念ながら、わが日本は家庭における「親の

教え」の伝統が戦中・戦後の間に断絶してしまったように

思われます。この傾向は、特に乳幼児や小学校低学年の前

期精神形成期の子どもをもつ親御さんたちに見られます。

次々と登場する不可解な行動の世代は、それを物語ると思

います。親たちには、赤ちゃんの泣き声を聞き分け、情緒

的安定をもたらせる方法を知り、子どもに自分の記憶に自

信を持たせることです。これは、心理的発達の段階に合わ

せて、日常のちょっとした工夫をしてできるものです。子

育てをする親たちは、人生の智慧を子どもに伝えるという

自分の世代的責務に気づいていないことが多いようです。

このようなことは、我が国のどの機関が責任を持って行っ

ているのでしょうか。 

「ロータリーらしさ」とは、」私たちの、自我を超えた次

元にも視線を配ることのできる心的状態とその習慣を定

着させることです。端的にいえば、それは「優しさ」です。

ここ数十年の私たちには、金銭万能を信じ、そのような人

たちが社会で歓迎される風潮がありました。しかし金はあ

くまでも金であり、こころにはこころという別次元の決済

の方法があります、礼儀には礼儀、仁徳には仁徳でありま

す。私たちはそれを語り、実践する場を作りたいものです。 

 

【橋本 修 会長エレクト 次年度テーマ】 

「聞・思・修」 思いを行動に！！ 

 

 

① 広報 

・ 情報の発信 

・ ホームページの充実 

・ 携帯電話の活用“ＱＲコード” 
 

② 増強（退会防止） 

・ 退会防止 
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・ 新会員のオリエンテーション 

・ ロータリー家族 
 

③ 奉仕 

・ 長期（継続行事）プロジェクト 

・ 職業を生かした奉仕 

・ 一般・学生の参加 

・ 財団プログラム 
 

④ クラブ管理・運営 

・ ＳＡＡ・出席の義務 

・ 夜例会 

・ 卓話（ゲスト）の依頼 

・ 会員スピーチ 

・ ロータリーバンド 

 

⑤ その他 

・ 周年記念行事 

・ 友好クラブ 

・ 地区大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 明日は、３５回目の結婚記念日です。実感する川柳を一

つ。 

 “円満は 見ざる・言わざる・逆らわず” 

     それに我が家はもう一つ“さわらず”          

橋本 修 

 

４月になり暖かくなり春を感じますが、今日は初夏の陽

気です。寒かったり暑かったり、体には充分注意しまし

ょう。そして明日４月７日は５０代最後の誕生日です。

今年一年良い事がありますように。  松之木 映一 

 

先月は、妻の誕生日にきれいな花を頂きありがとうござ

いました。              久々野 国良 

 

妻の誕生日には、久々野さん宅よりきれいな花を、頂

きありがとうございました。      新井 信秀 

 

何故か久々野さんに押し付けられ・・・昨日金沢へ１

０００円高速でドライブしてきました。桜が満開でとて

もきれいでした。皆さんも是非足を伸ばしてみては。 

                   田中 雅昭 

 

本日、会議のため早退します。     仲谷 政美 

 

本日、南小学校入学式参列のため早退させて頂きます。 

                   三枝 祥一 

 

 


