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本日のプログラム

第1022回（本年度 第4回）例会

次回 8/7 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会活動方針
　各委員会　委員長
■第1回クラブ協議会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　国旗について
　下岡 陽一郎 会員

※次週、7月31日（木）の例会は休会日です。
　お間違えの無いようにお願い致します。
※7月31日（木）18：00～　淀川邸
　山本直前会長・木村直前幹事慰労会

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。近藤委員長様、田中副委員長様、ようこそお越
し下さいました。ごゆるりとお過ごし下さいませ。徳島RCより西野様、
いつもありがとうございます。前年度の「今日は何の日？」を引き継ぎ
まして少しだけお話しさせて頂きます。1868（慶応4）年、江戸が東京
府に改称。1893（明治26）年、伊豆七島や三多摩を含む、ほぼ現在の
地域が確定。1889（明治22）年に成立した東京15区は、1943（昭和
18）年に府が東京都になることによって消滅、1948（昭和23）年に現
在の23区制が敷かれました。
　1976年、モントリオール・オリンピック開幕。1604年、徳川家康が
お生まれになりました。
そして本日は、イソップ童話の「アリとキリギリス」のお話しを、少し角
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度を変えてお話しさせて頂きます。働きアリの法則を
ご存知でしょうか？100匹の働きアリを細かく観察す
ると、そのうち2割がよく働き、6割が普通に働き、2割
が全く働かない状態になります。これが人間の実社
会における集団においてもあてはまることから、この
2：6：2の状態を「働きアリの法則」と呼ぶそうです。仮
に、働かないアリ20匹をそこから取り除くと、残った
80匹のうち、16匹が良く働き、48匹が普通に働き、
16匹が全く働かない状態へ再編され、常に2：6：2の
比率になるそうです。逆に良く働くアリばかり集めて
も、まもなく数％のアリは働かなくなると言われてい
ます。イソップ物語のアリさんに「働きアリの法則」を
当てはめると、2割はキリギリスさんと同じように生活
をしている者もいるということになります。しかし、そ
のアリは働いていないということではなく、アリも働
けば疲れるし、疲労で働けなくなることもあります。だ
からこそ、「働かないアリ」は「働くアリ」が疲れて動け
ない状況や、仕事、急激な変化に備えて「予備の労働
力」として置かれているということかもしれません。そ
う考えると、キリギリスさんの行動も一概には働いて
いないとは言い切れません。何も生産性がなく、何も
しないということはいけませんが、少なくともキリギリ
スさんは楽しみながら毎日演奏をしています。その意
味はきっとどこかに生きています。そもそも「働く」と
いう言葉には、「傍を楽にする」という意味があるそう
です。その意味と現代の風潮に当てはめると、最後の
アリさんの言葉は「キリギリスさんの素晴らしい演奏
のお蔭で、私達は仕事に励むことができました。冬の
間もその演奏を聞かせて下さい。そして、一緒にご飯
でも食べませんか。」となっているかもしれません。そ
して、教訓の部分は「働くことの意味はただ一つでは
なく、一人ひとりが自分で創っていくものです。」と
いったものになるのかもしれませんね。
私事ですが、昨日まで台湾にいましたので、台北福齢
RCの方との非公式のもとで食事会をして参りました。
その際マッチングの件などをお話しさせて頂きまし
た。後日改めてお話しの場を持ちたいと思います。

2014-15年度第1021回（第3回例会）
幹事報告 (7/17)

幹事  辻　 義光

■地区より2016年規定審議会への立法案の提出に関
する地区規定審議会・地区委員会のお知らせが来て
います。提出期限は10月31日までに地区ガバナー事
務局必着です。

■地区より会員増強の一環として55歳以下の会員を対
象に「若手ロータリアン研修セミナー・懇親会」を8月
12日（火）18時～20時30分、心斎橋「大成閣」で開催
されます。申し込み期限は7月22日まで。多数のご参
加をお願いいたします。

■7月10日（木）今年度初めてのIM6組睦輪会が開催さ
れました。
　戸田和孝ガバナー補佐の開会挨拶の後、各クラブの
今年度の活動計画と抱負を発表しました。また新大
阪RCから今年度のRI第2660地区第6組インターシ
ティミーティングの説明がありました。日時は10月18
日（土）13時～17時、基調講演は竹田恒泰氏の「いっ
しょに学ぼう 日本の心」です。
　IMのご案内のため7月24日新大阪RCより当クラブへ
訪問されます。

■7月11日（金）大阪大手前RCへ今年度会長、幹事とし
てご挨拶のため訪問いたしました。
　7月11日発行のロータリー米山記念奨学会ニュース
において2013-14年度寄付金結果が公表されまし
た。直近5年間で最高額の13億3700万です。前年度
と比べて0.9％（普通寄付金0.1％増、特別寄付金
1.3％増）の約1,200万円の増加です。個人平均寄付
額は昨年に引き続き1万5千円台を超えた15,200円
となりました。今年度も引き続きご協力のほどお願い
いたします。

■本日は13時から、クラブ奉仕委員会のクラブフォーラ
ムです。村橋委員長よろしくお願いします。

■7月19日（土）は合同地区委員会です。関係者の方よ
ろしくお願いいたします。

■7月20日（日）は、本年度第1回ロータリーファミリー
合同地区献血を4地区（難波バス停横、大阪駅、京橋
駅、樟葉駅）で10時から16時まで行います。登録締め
切りは13日（日）、献血のご協力お願いします。

■7月24日（木）は下岡会員の卓話です。下岡会員よろ
しくお願いします。

■7月31日（木）は例会休会日です。夜は前年度会長、幹
事慰労会を行います。

■8月1日（金）～8月3日（日）にニコニコキャンプが実施
されます。

■8月7日（木）各委員会の活動方針の発表が行われま
す。各委員会、SAA、会計よろしくお願いいたします。ま
た例会終了後に第1回クラブ協議会が開催されます。

■8月9日（土）家族親睦会の淀川花火大会鑑賞があり
ます。多数のご参加お願いします。

■8月14日（木）は休会です。
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クラブ奉仕委員会 クラブフォーラム報告

クラブ奉仕委員長　村橋 義晃

クラブが持つべき機能、クラブの力を更に強化していく
為には、一定以上の会員数が必要であり、会員増強が
不可欠であります、又、会員を維持していく方策も兼ね
備える事も兼ね備えていかねばなりません。その為には、
例会運営、親睦活動、会員研修等の小委員会活動を充
実させることが大切であります。

本日のクラブフォーラムでは、4つの小委員会活動方針
を各委員長に発表して頂き、各小委員会毎にテーブル
協議を行い、各活動方針の具体的活動を活性化させる
意見を取り纏め、これからの委員会活動に活用して頂く
様にお願い致します。

・親睦活動小委員会：委員長：北村会員
 （会員親睦、例会受付、ビジター対応）

・会員研修小委員会：委員長：北村会員
 （会員研修、規定情報、広報）

・会員増強・維持小委員会：委員長：木村会員
 （会員増強、会員選考、職業分類）

・例会運営小委員会：委員長：嶽下会員
 （出席、プログラム、ソング、会報）

以下に各小委員会の取り纏めた意見を掲載致します。

　今年度の家族の皆様にロータリーを理解して頂いて、
ロータリアンが事業に積極的に参加しやすく出来ること
を目的とした家族親睦会は、大変良いのではと意見を
頂きました。その上で、雰囲気の良いところをロータリー

親睦活動小委員会 委員長　北村 　讓

会員増強・維持は、クラブ活動の円滑な運営、活性化に
不可欠であると一般に言われていますが。そもそも、
ロータリークラブは、一定数の会員が確保できなければ、
その活動自体が不可能となるのです。

従いまして、我がクラブのような少数クラブおける会員
の増強・維持は、その存立がかかっていると言っても過
言ではないのであります。

この意味で、会員増強・維持活動は、非常に重要な活動
であり、当小委員会のみならず、各委員会と連携のうえ、
全クラブ員の協力で推し進めたいものと考えています。

ところで、昨年度の会員数は、3名入会し、2名が退会し
たので、1名の純増となり、結局会員総数は29名となり
ましたが、今年度は1名退会しましたので、現在の会員
総数は28名です。

そこで、本年度の目標は、30名に増員し、一人の退会者
も出さない退会者0に挑戦したいと思っております。

なお、予算面からみても、クラブの会員数は30名が損益
分岐点と言われており、30名の確保が一つの指標にな
るものと思われます。

長期不況という、会員増強にとって困難なこの時期に、
如何にして増強を実現するのかを、今から行われるディ
スカッションにおいて、考えていきたいと思います。

なお、上記ディスカッションにおいて、概要以下のような
意見が出されました。

記

・ 将来性等を考えたとき、若手会員が若手会員を入会
せしめるのがより良いと思われる。

・ 勧誘の際に一番言われるのが、金がかかりすぎるとい
うことである。

会員増強・維持小委員会 委員長　木村 眞敏

に興味のない方でも、時間、ゆとりのある方に参加して
頂き、入会の糸口になれば、会員増強の手助けになる
のでは、と言う意見が出ました。その様なことで、会員の
皆様には、お友達、お知り合いの方を親睦会にお誘い
いただければと、お願い致します。
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台湾福林RCとのミーティング

［今年度の活動方針］
ロータリー創立以来、目的等について何度も変更さ
れてきているが、その中にあって一度もぶれることな
く創立時の思想を保っているのが親睦であり、その親
睦を支えているのが例会であると思います。また、例
会が活性化することにより新入会員の増加や各種人
道的奉仕活動の活性化につながると思います。

本年度の例会運営小委員会の役割は、「我々自身が
楽しめる例会づくり」に努めていきたいと考えています。

［例会運営小委員会の意見集約］
1 楽しむための方策（我々自身が楽しもう！）

①ニコニコ箱から、楽しい話題を本人から発表して
もらう

②食事を工夫して、嬉しいものを企画する

2 昨年度から続けているラジオ体操は続ける

3 月刊テーマを作り、会員全員からテーマに沿った楽
しかったこと、感動したことなど明るいニュースを
週報に掲載していく（毎月5～6人程度の指名制と
する）

4 例会欠席者の連絡を徹底する

5 例会プログラムの遵守

結論：楽しさと規律を守る、メリハリのあるクラブ運営
に心がける。

例会運営小委員会 委員長　嶽下 勇治

・ 上記の点も含め若手が入会しやすくするために、会費
の大幅値下げという方法がある。みおつくしRCは月額
金1万円で、ティータイム（PM2～3）を利用して行って
いる。

・ 既存の各クラブには、固有の慣習、伝統があるので、
会費の大幅値下げは困難である。新設のクラブにお
いて試してみるべきである。

・ 地区から、増強・維持に関する多くの情報が発信され
ているにも拘らず、各クラブが上記情報を共有してい
ないケースが多い。責任者が上記情報を共有するよ
うに努力すべきである。

・ 楽しい例会を実現し、会員相互の人間関係を構築す
ることが、会員の退会を防ぐことになる。

・ 多数の会員増強を実現したRCの例を参照すると、増
強の秘訣は、結局、熱意である。
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下岡：木村さん、入会おめでとうございます。
嶽下：木村佳弘さん、入会おめでとうごさいます。よろ

しくおねがいします。
村橋：地区米山委員会近藤様、田中様、ようこそお越

しくださいました。
辻（義）：ニコニコ
辻（一）：ニコニコ
吉田：ニコニコ
針谷：ニコニコ、暑いですね。
小林：天神祭りが近づいてきました。暑いですね。
北村：クラブ奉仕フォーラムです。よろしくお願いいた

します。
井戸本：本日好天につきニコニコ
西田：いよいよ本格的な夏になりましたね。ニコニコ
満村：ニコニコ
地区米山委員会  近藤菜穂子様・田中隆弥様：

地区米山から参りました。

本日合計 : ￥36,000
累　計 : ￥159,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 3名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 21名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 75.00%
6月26日の修正出席率 89.28%

●メイクアップ
下岡 陽一郎  7  月  6 日 米山学友会 歓迎会

●本日のビジター
地区米山委員会 近藤 菜穂子 様
 田中 隆弥 様
徳島RC 西野 武明 様

本日のメニュー

先附け 蛸の酢の物　分葱　若布　刻み茗荷
 酢味噌掛け
蓋　物 焼き穴子とろろ饅頭　百合根　椎茸　三つ葉
 鼈甲飴　糸花鰹
ちらし寿司　赤出汁

地区米山委員会の近藤様と田中様がお見えになりました。

木村 佳弘会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 中之島ロータリークラブへ


