【11月はロータリー財団月間】
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☆ 司会進行

会長の時間

第696回例会2010年11月24日

＊水車発電 再び脚光
視察４０００件 山梨・都留

SAA 白井 勇 君

会長 尾﨑達哉 君

今日は“ニュース”のご紹介を!!
＊ウイルス仕組み他人のＩＤ入手、容疑２人逮捕へ
とうとうこのたぐいの犯罪が出まし
た。と、言うのもいつかは出てくるだ
ろうと少しは予想も出来ていました
が。。
中津の“ホロホロ鳥”もおちおち
寝てられませんぞ～
＊甘い脂の鶏「プリマスロック」
」

＊脱皮中の松葉ガニを水揚げ

名前は「元気君１号」
です。
委員会報告
【15 周年実行委員会】 委員長 玉置幸史 君
開会時刻を 10：00 から 10：30 分に変更させて頂きたいと思
います。電車の時間が間に合いにくいことと、印刷の関係も
あり、30 分遅れての開会で了承を頂きたいと思います。
【国際奉仕委員会】 委員長 雑賀鈴夫 君
WCS の視察にこられていますが、来年
は 2/24 から 27 日となっています。
これで、5～6 回になりますが、親睦
を深める為に非常に良いように
思います。
向こうの方達が行くのを待
ってくれている、また
行けば行くほど楽
しくなってくると
実感していま
す。
皆さんも一度行ってみませんか？費用は 10 万円ほどです。
本日のプログラム

ちょっとグロテスク
ですね。

＊台湾の離島・蘭嶼で 20 日に捕獲された、長距離移動で知
られるチョウ「アサギマダラ」。羽に日本語のマーキングがあ
り、高知県香美市で 10 月 11 日に放たれた個体と判明し
た。

｢家庭集会報告｣
１班、発表者 細川幸三 君
（細川君、玉置君、松本君、尾崎君、森本君）
11/11pm6:00 より、“ろまんかん”にて、尾崎会長、森本幹事、
玉置さんと私の計 4 名で集会を行いました。
内容につきましては、15 周年記念の余興についてです。
その中で、天音太鼓と日高高校の 700 回記念例会におこし頂
くブラスバンド部の皆様に演奏をして頂こうということで殆どの
話はその内容でした。結果的には、その予定で進めていきた
いということで話し合いました。
他、色々話も出てきましたが、内容についてはほとんど覚え
ていません。大変短く申し訳ないのですが、これで 1 班の発表
を終わらせて頂きます。

徒の皆さんに演奏をして頂く話をしてきました。
約 20 名強の 2 年生の生徒の方に来て頂いて、4 階の会場
で演奏して頂くという話で、合意に向けてスケジュール調整を
進めています。尚、記念例会ですので、今回はコンサート的な
考えでいきたいと思います。先程、事務局、幹事当局とも話を
したのですが、4 階の会場でブラスバンド部の方に舞台で演奏
して頂く格好になります。
私どものクラブか、場合によっては家族の方で整理券を配っ
て出席して頂きます。そして、御坊 RC、御坊南 RC にも声をか
ける予定にしております。ですから上の会場は 200 名くらいで
満員ですので、だいたい 100 名から 150 名くらいの方に集まっ
てもらい音楽を鑑賞していただければと思います。
もちろん、入場は無料です。時間は高校生ですので、例会
を午後 6 時半に始めてコンサートは 40 分前後を予定していま
す。
当日は高校生の皆さんと一緒に食事をとり、その後コンサー
ト会場に入る格好でスケジュールを考えております。
楽器を運ぶ担当は私に決まっております。後、遠方の生徒
さんが来られるとのことで、帰りの送迎を龍田君や白井君にご
協力頂きたいと思っています。
段取りは少し悪かったのですが、700 回例会を 699 回例会
前夜祭として行います。 そして 700 回例会はクリスマス家族
例会で、その日は打ち上げのような格好でいこうやないかと話
し合いました。そして、会長には少し早いといわれましたが来
年のスケジュールを一応お伝えします。南部ロイヤルにおいて、
先程言いましたが天音太鼓、もしくは同時かどうかは分りませ
んが日高高校のブラスバンド部も演奏にという話をすると非常
に意欲的で機会があればできるだけスケジュールの許す限り
出たいとのことでした。人前で演奏させて頂きたいと、生徒の
願望もあるようで、ましてホテルでの演奏ができることは滅多に
ない事なので参加に意欲的でした。
学校から出て色々なところへ行くのは校長先生も含めて
多々打ち合わせもあると思いますので、直ぐに結論はもらえな
いと思いますが、700 回記念例会へ参加していただく時には
何らかの返事がもらえるのではないかと思います。上記の件は
理事会で承認を頂いているのですが、私自身ブラスバンド部と
は非常に縁があって御坊商工際で楽器運びを一日やったりし
ました。 ジャズフェスティバルで神戸の大会に参加したり、
色々な大会で賞をとったりしてかなり優秀みたいです。皆さん
非常によく頑張っているようです。
困っている事として、楽器がかなり老朽化してきていると先
生からお聞きしました。 私共からある一定の金額を寄付させ
3 班 発表者：小池佳史 君
て頂くか、楽器を寄付させて頂くという了解もとっています。ほ
（小池君、龍田君、村上君、小林君、栗本君）
10/27 例会終了後、居酒屋にて村上君、龍田君、栗本君、 とんどが親睦からの資金を使うことになるかと思うのですが、そ
のような協力もしていこうかと思っています。それとは別に 15 周
私で集会を行いました。
特にロータリークラブだとかどうだとかいうふうな話ではなく、 年記念の時にもまた来て頂ければということも含めて、一定の
久しぶりに酒を酌み交わしたという格好でした。たまたまうちの 寄付といいますか理事会では 20 万ということで寄付は現金な
メンバーにはロータリーバッチ以外に議員さんが 2 名いました のか楽器なのか分りませんが、それを超えないようにということ
で了解をとっています。これから交渉させて頂きたいと思いま
ので、選挙の色々な意見交換や考え方も含めて一生懸命話
すし、皆さんの前で発表したいと思います。家族集会とは関係
をした記憶だけが残っています。思い出そうとしているのです
が、いかんせん 1 カ月前で早くやりすぎたということもありますし、 ない話でしたが、これを発表に変えさせて頂きます。
メモをとっていたわけでもありませんので、誠に失礼ではありま
すが発表は特にありません。
2 班 発表者 栗林久一 君
（栗林君、白井君、稲垣君、雑賀君、森君）
私たちは、11/20pm5:00～21:00 まで行いました。
IM や CLP のこと、会員増強のこと、会長選出、当クラブの奉仕
活動のことなど 4 時間みっちり話をしても話が盛り上がりまし
た。
まず CLP について、いま組織編制では親睦委員会・プログ
ラム委員会・週報委員会をひとつにしてしまっていて、クラブ奉
仕委員長の負担がかなり大きくなっています。よって、委員会
を 1 つ 1 つに分けてみるのはどうかという提案もありました。
また、委員会編成については会員各々に得意分野やこれ
ならできる等、できるかぎりその人の適した委員会にいれてあ
げるほうが楽しいクラブ運営ができるのではないのであろう
か？という意見も出ました。
そうなれば自慢のできるクラブになり、会員増強へつながっ
ていくのではないだろうかという意見も出ました。
会長選出の件では、会長は毎年ガチンコ勝負で会員と会長と
してふさわしいと思う人を選べば良い。再選もありでやったほう
が良い。との意見がでました。
奉仕活動については、当クラブの独自の社会奉仕をする。
新世代奉仕ということで成績優秀者には東ロータリークラブ賞
を授与しており、これをもっと大々的にしてはどうか？とゆう提
案をしました。また、なんらかの活動をする為に予定外のお金
が必要になるときは、その都度例会開催時にみんなで話し合
えば良い。やはり、目立つような事をしなければ、魅力を感じ
てもらえないと思います。これからは、少ない会員数だが、東ロ
ータリークラブここにあり、というような東ロータリークラブ独自の
奉仕活動や目玉活動をやっていくべきである。
そのほかでは、委員会の開催はあらかじめ会議の日時と時
間、議題の連絡が欲しい。RI 定款の勉強会をしよう。会員増強
の為に、もっと魅力を感じてもらい一緒に活動したいと思われ
るクラブ作りを行い、無理に会員増強の為に何かをする必要
はないのではないのか？という意見もでました。
最後にまとめとして
1、東ロータリークラブの理念・目標を決める。
2、東ロータリークラブ独特の色を出す。すなわち、魅力を出す。
3、住みやすい、居心地の良いクラブにする。一番大切なこと
は退会者を出さないことである。嫌なことがあっても、残って
いて良かったと感じられるクラブにする。
4、3 つ嫌なことがあっても、1 つ好きなことがあるクラブにする。

この場をかりて手短にプログラムの件で話をしたいと思いま
す。今日、会長、幹事、私の 3 人で日高高校へ 16 時半に行っ
てきました。寺下先生にお会いし、700 回記念例会、厳密に言
いますと 699 回例会になるのですが今更変更はききませんの
で前夜祭ということで 700 回記念例会へのブラスバンド部の生

幹 事 報 告

幹事 森本弘之 君
○12 月のロータリーレート ＝ 1 ドル 82 円
○11/20 IM のお礼が南ロータリークラブより届いています。
○例会変更
＊海南東 RC 12/6、12/27、H23.1/3

○11 月 17 日理事会承認事項報告
＊12 月 15 日 700 回記念例会について
日高高校のブラスバンド部を招いて記念例会を実施する
○15 周年事業について
＊御坊市消防本部に潜水器具ｾｯﾄの贈呈
上記２件 → 承認されました。

事になります。
やり方次第では、皆さんのご協力により順次担当者として出
向又はリーダーシップをとって頂くことで、そこそこ解決できる
のですが、やはり“責任所在”がはっきりしていないと駄目なと
きもあると感じました。
現、編成表を今一度ご覧頂き、検討して“見直す”ところは
見直してよりよくして行きたいと考えます。

2 班 発表者：栗林久一 君

3 班 発表者：小池佳史 君

ニコニコ箱

SAA

** 皆さんの意見から **
色々な意見から、一番沢山あった事項として、プログラム委
員は「全員でやろう」と言う事でした。
こうする事により、個人の負担が減り、又よりよい事案、発案
が得られるのでは。と、ゆうものでした。
そして、奉仕プロジェクト委員会、各委員会の委員長を決定
しては？と言うこともありました。
この事につきましては、私がまとめ次回例会で（案）を提示致
します。

ROTARY CLUB SONG

白井 勇 君

君 が 代
奉 仕 の 理 想
バースディソング

ROTARY CLUB SONG 奉仕の理想
◇雑賀鈴夫 君(過分に)
旅に例会が重なりました、お詫びに。
◇尾崎達哉 君 CLP の件で少し時間を頂きます。
◇白井 勇 君 家庭集会ご苦労様でした。大変有意義な時
間を過ごさせて頂きました。久しぶりに！
◇細川幸三 君 先週の IM ご苦労様でした。

出席報告

出席委員会 栗林久一 君

会員数 欠席者
15名

2名

出席者
13名

11月10日 の修正出席率

免除会員 出席率
0

86.7%

73.3% ⇒ 100.0%

2010-2011 会長 尾崎達哉 君
さて、本年度より実施していますＣＬＰではありますが、先程も
家庭集会での発表でもありましたように、やはり「見直し」をして
いかなければならないようです。
今年は地区での委員長会
議が例年より少なかったので
大した混乱は起きませんでし
たが、この編成では委員長
に大変負担が掛かってしまう

次回例会のご案内
★12/8 例会は
年次総会(選挙)です。
欠席されないよう
お願い致します。

