本日のプログラム

第 2537 回例会 2019 年 4 月 4 日（木）

「3 クラブ合同花見例会」

前例会の記録・第 2536 回 3 月 19 日（火）12：30
『会長エレクト研修セミナーの報告』
会長エレクト 土屋佳久さん
◆開会点鐘
◆「我らの意生業」斉唱
◆会長挨拶
本日は会長エレクトのエレ
クトセミナーの報告です。も
うこんな時期になったんだと
感じています。そしてもう間
もなく新しい元号が発表され
ます。私は時代をまたぐ男に
なります。日本の元号の始ま
りは、「大化」です。皆さんご
存知の「大化の改新」の大化
です。中大兄皇子と中臣鎌足
が蘇我入鹿を暗殺したことで
有名な出来事です。この改革によって豪族を中心と
した政治から天皇中心の政治へと移り変わったとさ
れています。また「大化」は日本最初の元号であり、
この改革により、「日本」という国号と「天皇」とい
う称号の使用が始まったとされています。また、元
号が同時に２つ存在する時代もありました。
「南北朝
時代」には南朝の方を正統としていますので、
「大化」
から「平成」までで日本には「231 個」の元号が誕
生し、北朝も含めれば、247 個目が平成になります。
あと僅かで平成も終わりますが、この 31 年間を振り
返ってみますと、日本経済は平成が始まった 1989 年、
この年から消費税が始まり、日本はバブル経済の真
っ只中にいました。その年の 12 月 29 日、日経平均
株価は現在も破られていない最高値 3 万 8915 円 87
銭を記録しました。その後バブルは崩壊し、景気の
低迷期に突入します、そして平成 20 年には、リーマ
ンショック後の景気悪化で再び下がり、最安値とな
る 6994 円 90 銭を記録しました。そして現在は、2
万 1500 円程で、非常に景気変動が大きかった事が身
にしみています。社会面では平成 7 年には、阪神淡
路大震災（M7．3）が起き、同年、高速増殖炉「もん

於：関観光ホテル

じゅ」でナトリウム漏出事故、平成 23 年には東日本
大震災（Ｍ9.0）で死者・行方不明者約 2 万人、東京
電力福島第 1 原発事故が発生、そして現在でもこの
震災での被害は癒される事なく続いています。この
年、私は長尾パスト会長のもと、幹事をしておりま
した。今でも記憶に残っていますが、当然、関ロー
タリークラブでも義援金を募り送ろうとしました。
直接被害を受けたクラブにと、福島及び仙台その付
近の各ロータリークラブに電話連絡を取ろうと試み
ましたが、軒並み連絡が取れなかったのを記憶して
います。本当にもろいと感じました。しかし応対に
答えてくれたクラブが塩釜ロータリークラブで、当
初は連絡すらままなりませんでしたが、現在はその
当時の会長がご病気で亡くなられている以外は、全
てのメンバーが、退会する事なくご健在で更に、復
興支援プロジェクトを立ち上げ、学校や子供らの教
育支援を行っています。その当時の経験を踏まえ本
当に強いクラブに成長されと感じました。昨年の豪
雨災害の経験も踏まえ、我々関ロータリークラブも
平成を振り返りつつ新たな時代へ経験を活かして成
長しなくてはいけないと感じる時期でした。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員長 福田春彦
会員 49 名中 出席 23 名 出席率 48.94％
◎ニコボックス委員会 委員長
小原昌浩
会長・副会長・幹事の皆さん･･･会長エレクト 土屋
佳久様、いよいよ次年度モードになってきましたね。
研修セミナー報告を始まりに、今日の例会より次年
度への一歩と思いますので報告よろしくお願いしま
す。前回、イチゴ狩り例会に多数のご参加ありがと
うございます。本日午後 4 時より消防車両贈呈式を
予定しております。よろしくお願いします。
土屋佳久さん･･・本日は会長エレクト研修セミナ
ーの報告をさせていただきます。うまく伝えられる
か分かりませんが、頑張ります。
西本、酒井、後藤、杉浦、林（隆）、加藤（照）、東谷、長
尾、清水（善）、小原の皆さん･･・会長エレクトセミナ
ーの研修を受けて一段とランクアップした土屋佳久

さん、研修の成果を十分発揮してください。期待し
ています。
今峰、伊佐地（英）、岩本、三輪、木村の皆さん･･・昨
日、
「しょうりゅう」にて、IGM を行いました。会員
拡大をテーマのほか AI の普及による人員削減につい
てなど、諸々語り合いました。西本さん、大変力の
入った設営をしていただき、大変美味しいお料理と
お酒をありがとうございました。
◆IGM の報告
報告者：木村聡
昨日 3 月 18 日、月曜日しょうりゅうにて IGM を行
いました。ホスト西本君、ロータリー情報の今峰先
生、リーダーの伊佐地英俊さん、義務出席の岩本さ
ん、三輪君、そして私木村の 6 名でした。岩本さん
は結婚記念日であるにもかかわらずの参加で、皆が
最後の結婚記念日にならないかと心配しました。そ
れに対して、かなり力の入った設営であることがあ
りあと伝わってくる料理が次々と出され、西本君に
は大変感謝感激でした。診療が長引き遅れて到着さ
れた今峰先生が、テーマを[国際奉仕とはなんぞや]
と一度は発表されましたが、既に出来上がっている
我々を見て、とても無理だと判断されたようで、比
較的意見の出やすい［会員拡大］に変更されました。
在籍メンバーの人間的魅力が一番の財産であり、互
いに刺激し合い、高めあえることが意義深いと感じ
てみえる出席者が多く、これを会員拡大で訴えてい
くことが必要だと言うことになりました。改めて自
分を磨かなくてはならないなと感じました。岩本さ
んも少し早めに奥さんのもとに帰られ、皆でホッと
胸をなで下ろしつつ、残った料理はやむを得ないの
で引き受けさせてもらいました。その他にも AI の普
及による人員削減についてなど諸々の話に花を咲か
せ、お開きとなりました。最後になりますが、西本
君、美味しい料理とお酒を有難うございました。
◆「会長エレクト研修セミナーの報告」
会長エレクト 土屋佳久
3/9 に会長エレクト研修セ
ミナー（PETS）に行って来ま
した。まずは連絡事項です。
11/16.17 に開催されます地区
大会は場所は「サオリーナ」
です。三重県津市出身の元レ
スリング選手の吉田沙保里さ
んに因んだ施設名だそうです。
毎年 1 日目の終了後に「RI 会
長代理を囲んでの晩餐会」が
行われ各クラブは別会場での
懇親会に移動するのが通例ですが、僕の中では初め
ての経験になりますので楽しみたいと思っています。
2 日目の講演会は「倍償千恵子」さんです。何故か
というと次期ガバナーの辻さんがファンだから！た
だそれだけだそうです。もう１つお願いをされまし
た。皆さんも、これまでも色々なセミナーに出かけ
られた事があると思いますが、そのセミナーの回数
をなるべく減らす為に各クラブで「クラブ研修リー
ダー」を選任してもらいたい。と言われました。
次に、2019～2020 年度の国際ロータリーの会長は
「マーク・ダニエル・マローニー」という方です。
米国のアラバマ州の会員の弁護士さんで奥様も同ク

ラブでクラブ会長もしてみえたそうです。関クラブ
にはない夫婦会員です。そして次年度テーマは「ロ
ータリーは世界をつなぐ」です。RI 会長はこのよう
に発信しています。ロータリーは家族です。そうで
あるにも関わらず会員組織の構造やリーダーシップ
の要求などがあることで今日の若い職業人にとって
はロータリーが手の届きにくい存在となっているよ
うです。ロータリーは家族との時間を犠牲にするの
ではなく家族との時間を補うような経験を提供する
場である必要があります。クラブが温かくみんなを
受け入れるような雰囲気があれば家族と奉仕活動は
両立でき家族志向の若い職業人にロータリー奉仕や
市民としての参加の機会を提供できます。ロータリ
ー奉仕を通じて有能で思慮深く（※思慮深くとは、
先の事を十分に考えて判断できるさま、考えや気遣
いが深い）寛大な人々が手を取り合い行動を起こす
為の繋がりを築いてまいりましょう。
次に、2630 地区の次年度のテーマは「総天然色」
です。
すべてのロータリアンが・・・・（総）
それぞれの空の下で・・・・・・（天）
しっかり思いを込めて行動し・・（然）
それぞれの色を醸し出す・・・・（色）
それぞれのクラブで良い事をしよう。色々な色の花
を咲かせましょう。と言われました。僕はこれを聞
いて少し気が楽になりました。私たちのクラブは現
在 50 名の会員がいますが若いメンバーも多く例会に
出席できない方も多くいるのが現状です。理由があ
って出てこれないのであって、ある程度は目をつむ
らなければいけないのかな、とも思っています。そ
の様な例会に出席できない会員も、それぞれの事業
の委員長や副委員長になって活躍してもらったり、
出来るときに出来る事の活動をしてもらえれば嬉し
い事です。この様な話も聞いた事があります。もう
会費を払っている事で何割かは貢献しているのであ
る。但し、少しでも例会に出席してもらえる様に自
分なりに考えて努力もしなければいけないとも思っ
ています。今回の発表された 2630 地区のテーマ「総
天然色」を基に 2019～2020 年度の関ロータリークラ
ブのテーマを次のように決めました。
「私ができる、
社会貢献をしよう」です。家族、地域、会社、国、
世界、そういったまとまりのある中にいる人々に良
い結果をもたらす事ができるように自分ができる事
（社会貢献）をしていってもらいたいと思います。
1 年間よろしくお願いいたします。
◆幹事報告
◎4 月の例会予定表配布
◎新会員候補者 1 名の発表
次例会のご案内
4 月 9 日（火）12：30
「次年度事業計画について」
社会奉仕委員会・親睦活動委員会・新世代委員会
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例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

