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◆今週の例会プログラム◆ 

2019 年 6 月 27 日（木）第 2423 回例会 

会長幹事挨拶 

会長 片山秀樹会員    幹事 林たかみ会員 

◇次週の例会プログラム◇ 

2019 年 7 月 4 日（木）第 2424 回例会 

新年度方針 

会長 林たかみ会員    幹事 片山秀樹会員 

◇ロータリーソング◇ 
奉仕の理想 
 

◆出席報告 2019 年 6 月 20 日第 2422 回例会◆ 
会員数：29 名 出席者：16 名 出席率 59.26％ 
前々前回  2019 年 5 月 23 日 77.78％ 

◆会長挨拶◆         会長 片山秀樹 

 皆様こんばんは。 

 嬉しいニュースです。ロータリー賞の受賞が確定しま

した。昨年度 2660 地区では 1クラブのみの受賞だったよ

うですが山本ガバナーの地区方針の一つとして掲げられ

たのを機に当クラブでもチャレンジしていたところです。

おかげさまで皆様のご協力により達成することが出来ま

した。 

 本日は私が掲げた年度方針の一つ、「ロータリアンが参

加しやすい魅力ある・元気ある・個性あるクラブを目指

す」についてお話しします。これは地区ビジョンの一つ

ですが大変重要なことと思います。私が会長に就任して

以来、出席へのこだわりについてお話してきました。本

来、例会への出席は当たり前と考えるべきでメイクアッ

プは統計上の処理に過ぎません。しかし、楽しい例会で

なければ単なる義務感からの出席に過ぎず、会員増強の

観点からも良くありません。先々週の移動例会を欠席し

ましたがお酒も入り有意義な例会を企画していただいた

おかげで出席率も良かったようです。また、50周年パー

ティーではご家族を含め皆様のたくさんの笑顔が印象的

でした。皆で作り上げていると感ずることが出来れば例

会は個人から見ても楽しく感ずることが出来ると思いま

す。 

 本日は出席表彰です。ホームクラブ皆勤の 3名の方に

は頭の下がる思いです。今年度は例会の在り方について

は大きな変化が出来ませんでしたが次年度は IGM の復活

など出席して楽しいクラブづくりへと変化が計画されて

いるようです。私はロータリアンとしてのプライドのも

とで出席にこだわりを持ち続けたいと考えていますが皆

様はいかがでしょうか。 

 

◆幹事報告◆         幹事 林 たかみ 

本日は特に報告ありません。 

  

ガバナー月信より『ロータリー親睦活動月間によせて』 

  国際ロータリー第2660地区ガバナー 山本博史 

 6月は「ロータリー親睦活動月間」で、親睦活動を推進

するよう奨励されています。親睦活動の目的は、ロータ

リー一般について関心を高める為、親睦活動の人設けた

り、会員に情報を伝え、活動を推進する為のウエブサイ

トを運営するよう奨励されています。 

 また、その活動は宗教的な信条や政治問題、又は他の

団体を推進する目的に利用してはならない事とされてい

ます。日本全体的で活動しているグループは、ヨット、

野球、ゴルフ、囲碁、切手収集、ランニング、フィット

ネスなど約80グループあり、日本国内のみならず世界的

な規模で活動しています。 

 当地区内でも、ゴルフ、野球、囲碁、麻雀、歌唱、コ

ーラス、グルメ、観劇、歌舞伎、文楽、能楽、茶道、俳

句、川柳、絵画、ラグビー等々、各クラブで実に多様な

活動が行われています。クラブ内の活動のみならず野球

は13クラブ程のチームが地区トーナメント、交流試合な

ど、継続的に開催されていますし、ゴルフ同好会は61ク

ラブにあり、地区全体のコンペ（大綸会）、地区内融資

クラブのコンペ、他クラブとの対抗戦も盛んであります。 

 また、コーラス同好会として、他クラブと合同で地域

のイベントに参加したり、クラブの歌唱隊や和太鼓が老

人施設を慰問したり、同行の士が共に社会奉仕活動をさ

れているクラブもあります。 

 このような親睦活動は、ロータリーの楽しさであり、

活力、友情の源泉となります。1907年から1913年にわた

って続けられた親睦か、奉仕かをめぐる激しい論戦の中

で「ロータリーは親睦と奉仕の調和の中に宿る」という

言葉通り、親睦を大切にし、しかし親睦のみを最大、最

終の目的とせず親睦を通じ、友情と信頼を深め、自身を

成長させ、ロータリーの絆を深め、奉仕活動の更なる広

がりとクラブの活性化につながればと心より願う次第で

す。 
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事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、  木 14：00～21：00、  火・土・日・祝 ○休  

◆SAA 報告◆         SAA 芝野弘三郎 

ニコニコ箱 

前田建司会員：川端委員長、宜しくお願い致します。 

瀧瀬尚峻会員：出席表彰 

岡内重信会員、林たかみ会員、 

米山奨学会 

川端崇且会員：出席表彰です。よろしくお願いします 

青敬祐会員：無事これ名馬 

河野優作会員、山下恵司会員、前田建司会員 

ロータリー財団 

芝野弘三郎会員：出席表彰、川端委員長よろしくお願 

        いします。 

片山秀樹会員 

ポリオ基金 

水島教絵会員、前田建司会員 

 

◆出席表彰◆      

         出席向上委員長 川端崇且会員 

  

皆出席 （ホームクラブ） 3名 

青  敬祐 会員   

林 たかみ 会員   

川端 崇且 会員 

皆出席  （メークアップ含む） 9名 

片山 秀樹 会員  

河野 優作 会員  

木村 知也 会員  

黄堂 泰昌 会員  

前田 建司 会員 

西宮 富夫 会員  

芝野弘三郎 会員  

庄司 修二 会員  

浦   収 会員 

 

以上の 12名を今年度表彰させて頂きます。 

 今年度、箕面ロータリークラブの出席率は 80.08％

でした。この出席率は 3年ぶりに 80％台であります。 

ちなみに私の入会年度は（1998～99年）会員 72名で

出席率 97.76％。ホームクラブ出席率は 79.87％、ビ

ジターが 146名でありました。この当時は各クラブが

出席率の向上に力を入れていたのが数字に現れてい

ます。当クラブの出席率の高い年度は 1995～96 が

98.93％で,低いのは昨年の 78.21％であります。 

 ロータリーの友 5月号に紹介されていた青森八戸東

ロータリークラブ（創立 1961年 会員数 51名）は出

席率 100％を 22年間（1995～2015）継続した記録を

記載されていました。クラブのテーマに「出席なくし

て親睦なし、親睦なくして奉仕なし」大きな被害が出

た東日本大震災の後もクラブ例会は行われた。例会は

食料等が不足していた中電気が復旧したので、ちょっ

と暗い中で粛々としたとのことで、その年も出席率

100％を守る事が出来た。 

 会員の意識の問題で習慣化しているからこそでき

るのであると言う。無理だと思ったら絶対にできない。

会員の中に創立以来 50 年無欠席の会員もおられる。

クラブで卓話が始まり 35 年で 1750 回の内、出席率

100％で無かった例会は 2回だけだった。出席率 100％

を続ける意味はどこにあるのと言う人もいますが「大

事なことは大事、クラブのモットーを忘れたらいけな

い」このクラブでは 3か月に 1回ＩＤＭ（インフォー

マル デイスカッシヨン ミーティング）例会時にテ

ーブルデスカッションを行う。メンバーは定期的に変

えていくことに新会員もすぐに全員を知る事になり、

より一層親睦を深める。それにしてもこんな記録信じ

られないと人は言う大学時代に授業出席率が 60％以

下だった身からすると、何かからくりがあるのではな

いかと、うがった質問をするとメークアップの原則や

病気による入院や介護などで出席が免除されるケー

ス等を説明される。 

出席向上にはやはり楽しい例会が 1番と思います。 

 

 

      ホームクラブ皆出席 

 


