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奉仕の理想

幸平

＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
パストガバナー 竹腰 兼壽

様（岐阜单 RC）

＜本日のビジター＞
高山 RC
桑月 心 様 ガバナー
〃
西野 徹 様 地区代表幹事
〃
新谷 尚樹 様 地区幹事
〃
住 宏夫 様
地区幹事
〃
早川 宏治 様
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伊藤 松寿 様 ガバナー補佐

＜会長の時間＞

会長

◆会報担当 今井 俊治

＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日

◇ホームページ

今井 俊治

清水

幸平

皆さまこんにちは。
29～30 日と平塚湘单 RC の 20 周年記念例会に出席してき
ました。参加された会員の皆さまには有難うございました。
当日は、大森会長、杉崎委員長をはじめ、たくさんの会員
の皆さまのお出迎えを受けました。記念例会はセレモニー
の後、桜美林大学大学院教授の諸星裕氏の卓話があり、祝
宴に移りました。会員の奥様方も多数参加され和やかな中
に進行しました。三枝さんの祝い唄があり、島さんから高
山での 20 周年の案内もしていただきました。平塚湘单 RC
の大森雄二会長がギターを弾かれ、娘さんが歌って下さい
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ました。とても素晴らしい演奏でした。春にはプロとして
デビューされるとのこと、ご活躍を期待したいですね。二
日目は天候にも恵まれ、ゴルフと観光にて両クラブの交流
をはかることができました。5 月 14 日にはまた高山にて
再会し親しく交流をしたいと思います。その節は皆さま宜
しくお願い致します。
さて、本日は竹腰兼壽パストガバナーをお迎えしての講師
例会です。竹腰様にはたいへん寒い中またお忙しい中、は
るばる高山まで来ていただき誠にありがとうございまし
た。
本日は、「魅力あるクラブ作り」というテーマにて卓話を
していただくことになりました。今回は、貴重な機会でも
あると考え、僭越ではございますが高山 RC 様、高山西 RC
様にも案内をさせていただきました。本日は両クラブから
たくさんのメンバーにメーキャップしていただき誠に感
謝申し上げます。
本年度、竹腰様から高山中央 RC 会長あてに、二度のお手
紙をいただきました。一度は、ロータリーの友に私どもの
バナーが紹介された記事をご覧になり、早速お褒めのお便
りをいただきました。続いては、社会奉仕委員会の出前講
座の記事が掲載された時に、この事業に対する励ましのお
便りをいただきました。このように常日頃から、私どもの
クラブを心に留めていただいているのです。竹腰様にあら
ためて感謝申し上げます。そして、今後もさらに一層のご
指導をいただきますよう心よりお願い申し上げます。
最後になりましたが、竹腰パストガバナーの益々のご活躍
とご健勝をご祈念申し上げ、会長の時間を終わらせていた
だきます。ありがとうございました。
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＜幹事報告＞

幹事

◎国際ロータリー第 2630 地区

大保木

正博

ガバナーより

・4 つの新しい試験的プログラムについて
参加申請書提出期限：2011 年 4 月 1 日
◎国際ロータリー第２６３０地区

石井惣司ガバナーエ

レクトより
・米国 サンディエゴ

国際協議会に参加

2011～2012 年度国際ロータリーテーマの発表
「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」
○ロータリー米山記念奨学会より
・確定申告用領収証送付の券
特別寄付金免除申告用領収証＆リーフレット

＜本日のプログラム＞
出席/プログラム委員会

剱田

「魅力あるクラブ作り」
～卓話の共有化を計り、
クラブの垣根を低くしよう～
ロータリーに魅力がなくなったとか、例会に出席しても何
となく虚しい様な気がしてならないと言うお話は最近よ
く聞きますが、貴方は如何ですか？そこで今日は、自分達
の一番大切なロータリーの例会で特に中心になるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の一つである卓話を皆さんと一緒に考えましょうと言う
ことです。
昔からロータリーは人材の宝庫とよく聞きますが、この際、
クラブの全会員に出来る限り広い地域の会員名簿の中か
ら、クラブの全会員に貴方が卓話者としてお招きしたい人、
又は氏名までもが記入できなければ職種だけでもいいで
すが、ロータリアン（三重、岐阜はもちろんの事、隣の地
区の方々、中には東京、大阪でも結構です。）に卓話に是
非お願いしますと少々の犠牲を払ってでも私のお話を是
非と言われるならば行ってあげましょうとなるのです。
次は、今年度のクラブとしてオープンされました未充填職
種のそれぞれの代表の方に卓話をお願いするのです。そう
してロータリーを理解して頂いて、事情が許されれば入会
して頂けるチャンスさえあるのです。こうして快諾を頂い
た卓話の内容はクラブのプログラム委員会の方で、年間の
予定表を作りあげて頂くのです。ともすると各委員会に卓
話者の依頼をした時、卓話者を決めるのに、苦労されてい
る帰来もあるやに聞いておりましたが、やはりクラブの中
でのお互いの苦労は全員で協力し、全員の気持ちで解決し
て行きましょうと活き活きしたクラブはいつもそんな気
配りを会長さん始め皆が心掛けておられます。

委員

＜卓 話＞
国際ロータリー第 2630 地区パストガバナー
岐阜单ロータリークラブ
竹腰 兼壽 様

ここで、クラブの年間の卓話の予定表が出来上がりました
らガバナー補佐に纏め役になって頂き、区分内の各クラブ
のプログラム委員長にそれぞれのクラブでの出来上がっ
た年間の卓話の予定表を持って集まって頂くのです。そし
て重複されている様な点を調整して全クラブの卓話の一
覧表を作って頂くのです。出来上がりました一覧表は分区
内の全会員にお配りするのです。
今までのメイクアップの気持ちが少し変わるのではない
でしょうか。この次のメイクアップには、あのクラブに行
ってこの方のお話を聞こうとか、時にはご自分のクラブの
例会にちょっと欠席して他のクラブのこの方の卓話を是
非聞きたいと思っていたので、特にご自分のお仕事の関係
にも是非参考になる点も考慮してとか。
さて、そうなると例会に出席していて、ちょっと用がある
ので 60％満たしたから退席しようという気持ちも変わっ
てくるのではないでしょうか。特に、メイクアップに出掛
けた今までの気持とは様変わりで、今日のメイクアップは
この方のお話を是非共聞かせて頂かなくてはと、どこかに
メイクアップしなければ困ったといったお気持から反対
に例会出席の予定をより充实した内容の予定に変えられ
るのではないでしょうか。今までの様に卓話が始まります
前に立ち上がり退席されるあの雰囲気はゲストスピーカ
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の方にロータリアンの皆さん、私を呼んでおいてお話をき
かなくて退席されるのは、折角私がそれなりの準備をして
来ているのにということでロータリーの例会や卓話者へ
の会員の姿勢がどのように写るのか非常にマイナス面が
多かったわけですが、そんな点もこのシステムの採用によ
って解消されるのであれば、誠に一石二鳥であります。
クラブは一人一人の思いが全部活かされ、一人一人が参加
意識を強く持ち、自分たちのクラブである気持ち、自分が
少しでもクラブを良くしなければ誰も手伝ってくれない
と、会員の一人として自分がやらなければならない活動を
精一杯クラブにぶつけてみようではありませんか。
そして、全会員が例会場に来る折には一週間が待ち遠しく
て堪らなかったと心から思えるようなクラブや例会にし
ようではありませんか。
こんな繰り返しをしておりますと気が付いたら分区内の
友達も多くなり、又他のクラブの例会に自分のクラブの例
会にないよい雰囲気が参考になるような事にも気が付き、
知らず知らずの内に自分のクラブに熱が入って来た事に
気が付く。
こんな感じに進めてみませんか。
私は、IM でよくクラブの垣根を低くしましょうと申し上
げておりますが、ロータリーの活動は、垣根を低くするた
めの具体的な目標を立てて实施に向かう方法よりも活発
なクラブの活動が導火線となって結果として知らぬ間に
垣根が低くなり、思わぬ成果が果实として得られたと、こ
の様な活動がロータリーの本来の活動であると信じてい
ます。

＜平塚湘单 RC 創立 20 周年記念例会＞

＜桜美林大学

大学院教授

＜懇親会で挨拶される清水

諸星

幸平

【平塚湘单 RC 創立 20 周年記念例会出席報告】
2011 年１月 29 日(土)友好クラブである平塚湘单 RC の創
立 20 周年記念例会に総勢 19 名で参加をしてきました。
記念例会では、大森会長の歓迎の挨拶の後、桜美林大学
大学院教授の諸星裕が世界の現状と日本の将来について
話をされ、とても勉強になりました。
また、懇親会では、清水幸平会長の挨拶のあと平塚湘单
RC の大森会長のご令嬢が素敵な歌声を披露していただき
ました。
翌 30 日(日)ゴルフ組みのメンバーは、快晴の下富士山を
眺めながらレイクウッドゴルフクラブ東コースにてプレ
ーを満喫してきました。

＜大森会長とご令嬢＞

裕

様＞

会長＞
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＜レイクウッドゴルフクラブ東コースにて＞

＜観光組：神田明神＞

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はよろしくお願いします。
岐阜单 RC 竹腰兼壽パストガバナー
竹腰パストガバナー様

本日はお世話になります。
高山 RC 桑月心ガバナー

様
様

本日は久しぶりのメーキャップです。よろしくお願いしま
す。また、竹腰パストガバナー、桑月ガバナーのご来高を
心より歓迎申し上げます。
高山西 RC 伊藤松寿ガバナー補佐 様
竹腰パストガバナー、寒い中遠い所おいで頂きありがとう
ございます。本日はよろしくお願致します。
高山 RC 西野徹 様
本日は高山 RC から沢山メーキャップさせて頂きます。竹
腰パストガバナー様には、平素大変お世話になり、誠にあ
りがとうございます。本日の卓話楽しみにしています。
高山 RC 早川宏治 様 住宏夫 様 新谷尚樹 様
本日は、竹腰パストガバナー様にお忙しい中、おいで頂き
まして心からお礼申し上げます。よろしくお願い申し上げ
ます。また、桑月ガバナー、伊藤ガバナー補佐、西野地区
代表幹事、新谷様、住様、早川様のご来訪を心から歓迎申
し上げます。
理事役員一同

竹腰パストガバナー様のご来訪を歓迎申し上げます。先日、
カンボジア支援で余っているピアニカを譲って頂く活動
が新聞に紹介された所、2 日間で 17 台のピアニカが集ま
りました。本日も竹原中学校からも連絡を頂きました。飛
騨の人たちの善意に感謝してニコニコへ。
永家 将嗣
29 日 30 日と平塚湘单 RC20 周年記念例会に出席頂いた会
員様、大変ご苦労様でした。
三枝 祥一
竹腰パストガバナーをはじめ、多くのクラブの会員の皆様
方、歓迎申し上げます。平塚湘单 RC の交流に内の家内が
参加させて頂き、好べスグロを頂いたそうでありがとうご
ざいました。
伊藤 正隆
竹腰パストガバナーをはじめ、沢山の諸先輩方のご来訪を
歓迎申し上げます。
久々野 国良 剱田 廣喜 足立 常孝
平塚湘单 RC 訪問参加の方々、ご苦労様でした。富士山が
きれいに見えて非常に有意義な日でした。
平林 英一
竹腰パストガバナー様、本日はご講演よろしくお願致しま
す。大変なご無理を申し上げながらの欠席、重ねてお詫び
申し上げます。
新井 信秀

