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ロータリー親睦活動月間

皆さんこんにちは。６月は親睦活動月間です。
先週の土曜日に、当クラブの親睦ゴルフ会である
カイツブリ会が奈良万葉ゴルフクラブで開催されま
した。カイツブリ会部長の稲垣さん、大変ありがと
うございました。天気にも恵まれ、私は、田中さん、
吉羽さん、元会員の井上さんと楽しくラウンドさせ
ていただきました。
ラウンド中の会話は、ゴルフよりもずっと楽しく、
しゃべり過ぎてスコアは散々でしたが、またご一緒
できればと思いました。
親睦活動は、同じ関心や趣味、職業をもつ仲間と
楽しく交流するための活動であり、人に刺激を与え、
元気にさせてくれる、とても大事な活動です。当ク
ラブには、コーラス、詩吟などの同好会があります
が、現在、ゴルフ以外は休眠状態のようです。大阪

城北RCや大阪中之島RCは、野球同好会という親
睦活動を通じて、会員増強に成功していると聞い
ています。
ここ２年間は、コロナ禍によって十分な親睦活
動が行われておらず、クラブ自体がだんだんと元
気がなくなっているように感じますので、次年度
以降、活発な親睦活動によって会員増強できれ
ばと思います。
来週は、久し振りの夜例会です。新しい仲間候
補もご参加いただけるようなので、楽しく元気を
出して親睦を深めたいと思います。何卒、よろし
くお願いいたします。

我らの生業 夏は来ぬ
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担当： 覚野会員担当：稲垣次年度幹事
万城目学をご存知ですか？夜例会
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みんなの人生を豊かにするために



中 村 会 員 かいつぶり会、稲垣部長　大変御世
話になりました。楽しい一日を有難
うございました。

田中（信）会員 6/4　久し振りのカイツブリ会　楽
しませて頂きました。早退すみませ
んでした。稲垣さん、お世話ありがと
うございました。

田中（信）会員

秀 島 会 員 目標額達成にむけまして！

覚 野 会 員 カイツブリ会　夫婦でお世話になり
ました。

津 野 会 員 稲垣さん、カイツブリ会　お世話に
なりました。楽しかったです。

10回連続出席賞　今後共　頑張り
ます

吉 羽 会 員 カイツブリ会で母が急キョ欠席とな
り申し訳ございませんでした。

吉 羽 会 員 カイツブリ会　幹事お疲れ様でし
た。

菊 井 会 員 ホームクラブ10回連続出席　自祝

清 水 会 員 ホームクラブ10回連続出席　自祝

稲 垣 会 員 前回欠席のお詫び
弟が大動脈瘤で人工血管に変える
手術でした。手術無事成功に感謝。 次年度幹事を務めさせて頂きます、稲垣です。

先週末は、今年度第２回のカイツブリ会を開催さ
せて頂きました。総勢１５名のコンペ、覚野さんが
優勝されました。おめでとうございます！
次年度も楽しく遊べるように、カイツブリ会企画し
ていきたいと思いますので、ゴルフをされる方、ぜひ
参加をお願いいたします。

振り返ってみますと、前任の巽の後に大阪鶴見RC
に入会させて頂いたのが２０２０年６月、最初は大
草会長・田中信明さん源さんから入会のオリエン
テーションを受け、７月からの例会に参加させて頂
きました。
同じ時期、太田さんが一緒でしたが、間もなく例会
がコロナ感染拡大のため休会となり、太田さんも知
らぬ間に退会されていました。後に中森さんが同期
として入会されましたが、コロナ禍で懇親会も研修
会も新入会員歓迎会もなしで、右も左もわからない
まま、休会・オンライン例会が続きました。

￥40,000.-　　累計　￥461,500.-

￥18,000.-　　　　累計　￥98,000.-

1.先週告知しましたとおり、来週６月１４日は久し
ぶりの夜例会です。
 入会希望者の方が数名来られるとの事ですので津
野親睦委員の司会で、今までのロータリー活動の
写真をスライドで流しながら、皆様に思い出話や
苦労話などをお聞かせ頂ければと思っておりま
す。 

幹事報告 幹事：須田 幸史朗 卓 話

担当：稲垣次年度幹事

2022-23 年度幹事としての活動について



振り返ってみますと、前任の巽の後に大阪鶴見RC
に入会させて頂いたのが２０２０年６月、最初は大
草会長・田中信明さん源さんから入会のオリエン
テーションを受け、７月からの例会に参加させて頂
きました。
同じ時期、太田さんが一緒でしたが、間もなく例会
がコロナ感染拡大のため休会となり、太田さんも知
らぬ間に退会されていました。後に中森さんが同期
として入会されましたが、コロナ禍で懇親会も研修
会も新入会員歓迎会もなしで、右も左もわからない
まま、休会・オンライン例会が続きました。
対面での例会も自粛され、皆さんのお顔とお名前
がまだ覚えきれていない中、半年ほど前に水口さん
から、「次年度の副会長に」と電話を頂きました。何
をやるのかさっぱりわかっていない中でしたので、
不安一杯でしたが、「いずれ奉公しなければならな
い役回り」としてお受けいたしました。数日後、水口さ
んが休会されるとのことで、急遽次年度幹事、今年度
副幹事と担がれてしまった次第です。
ほぼ活動の無かった２年間、奉仕委員会活動経
験もなく、ポッと出の幹事となりますが、どうぞよろし
くお願いいたします。

幹事というのは政治の世界で言えば官房長官の
役割と認識しています。吉羽さんからは「幹事は全て
の活動を把握し、指示を出し、会員に報告する役割」
とのご指南も頂いております。わからないことばかり
ですが、幸い信明さんという大変心強い大阪鶴見RC
のレジェンドがいらっしゃいます。これまでにも色々
とご相談に乗って頂きましたが、これからもどうぞよ
ろしくお願いいたします。

何かをする時、新しいことに取り組む時、一から自
分で考えていても、中々前には進みません。
「歴史から学ぶ」過去には必ず参考になる資料・指
南になるものがあるはずです。以前に東レの取締役
で佐々木常夫という方がいました。年のころでは現
在７０歳くらいです。佐々木さんは、１００人以上の
同期の中の自称出世頭で取締役になり、後に東レ経
営研究所の社長もこなされ、現在はコンサル会社を
経営され、講演活動や多くの書籍も出版されていま
す。佐々木さんの奥さんは重度のうつ病と肝臓病を
患い、自殺未遂も一度や二度ではありません。長男
はしばしば問題を起こす自閉症を患っていました。
東レ時代、東京・大阪６度の転勤や破綻会社の再
建、事業改革という仕事を任され、いかに効率よくこ
なすか、今で言う「働き方改革・ライフワークバラン

・各委員長は次年度理事も合せて理事会で決定し
ておりました。

・副委員長については、夫々電話にてお願いをした
ところ、皆さん快く引き受けて頂き、ありがとうご
ざいました。中村さんの言われた「ロータリーは
断りなし」の言葉は響きました。

・委員の配置については、特定の方に集中すること
のないように配置したつもりです。お気に召さな
いところもあるかと思いますが、ご容赦頂ければ
と思います。

・各委員会の活動の方針及び活動計画については
先日のクラブアッセンブリーで発表されたとおり
であり、幹事として、活動を支援していく所存で
す。

・社会奉仕について、“さつまいもプロジェクト”は、
１０年が経過し、地域の活動に根付いたところ
で、卒業することになりましたが、２年間開催を
見送られてきた“鶴見区民まつり”については、出
展するよう計画をしています。

・２０１１年度からの予算資料を頂き、自分なりに
履歴にまとめてみました。会員数が３５名くらい
あったのが、現在では休止会員４名を入れて２8
名です。

・委員会の活動予算はジリ貧の状況であり、何とし
ても新会員の増強を図らなければなりません。皆
さんお一人お一人の新会員勧誘をお願いいたし
ます。

（4ページへ続く）

■奉仕委員会活動・人選について

■活動予算について

・津野会長エレクトの最重要課題である会員の増
強について、今年度新会員５名を目標に取り組
んでいきます。合せて、退会される方をミニマイ
ズしていくことも課題となっていますが、小山さん
が高齢のため退会を申し出ておられます。残念で
はありますが、ご健康を回復され、また戻ってき
て頂けることを祈念するばかりです。

・例会について、今年度は年に６回の夜例会を開
催し、昼間の例会だけでは出席が困難な方につ
いて、夜例会への出席懇親を図っていきます。

・例会での卓話担当について、会員数が少ない中、

・津野会長エレクトの最重要課題である会員の増強
について、今年度新会員５名を目標に取り組んで
いきます。合せて、退会される方をミニマイズして
いくことも課題となっていますが、小山さんが高齢
のため退会を申し出ておられます。残念ではあり
ますが、ご健康を回復され、また戻ってきて頂ける
ことを祈念するばかりです。

・例会について、今年度は年に６回の夜例会を開催
し、昼間の例会だけでは出席が困難な方につい
て、夜例会への出席懇親を図っていきます。

・例会での卓話担当について、会員数が少ない中、
出来るだけ公平に卓話担当を配置させて頂きま
した。どうぞご理解よろしくお願いいたします。

■会員増強・例会について

6月7日【1752回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   13名中  9名

出席免除会員  11名中  7名

休止会員　　　   4名 

出 席 率 18/21  80.00%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 16名

前々回  5/24  Ｍ/Ｕ2名

修正出席率 16/19 195.23%



（3ページより）

担当：源会員

ス」を早くから実践されていました。経営企画室を任
された時、数日間書庫に閉じ籠り、過去の発案書・計
画書等を読みあさったそうです。過去の資料には必
ずヒントがある。
“プアーなイノベーションより優れたイミテーショ
ン、優れたイミテーションからイノベーションは生ま
れる”
佐々木さんは過去の資料を最大限に活用し、仕事

と家庭の両立、業務の効率を実践した方です。
RCの活動においても、新たに発想することも大切
ですが、過去あるいは他のRCの活動から学べるとこ
ろも多いかと思います。限られた時間の中で効率よ
く活動していきたいと考えています。どうぞご支援ご
指南よろしくお願いいたします。

最後に、今年私は６０歳の厄年です。NHKのチコ
ちゃんに叱られるでやってました。“厄年は役の年“人
生の中で重要な立場・役職に就く年だそうです。
７月からの新年度、皆さんと共に活動してまいりた
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。


