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ＶＯＬ．４７
本日のプログラム

７ 月 ２２日（2207 回）

「 新会員自己紹介 」
大海昌栄会員/野村昌宏会員
２０２０年

７月１５日(水)

第３例会

次回のプログラム

７ 月 ２９日

「 新会員自己紹介 」
大谷勘介会員/細井貴彦会員
と思っています。
取組む継続活動の先に、ワクワクする到達点・ゴールイメ

１．ソング 「 われらの生業 」

ージがなければ、熱意をもって頑張れないし、継続が難し
いと思います。

２．ビジター紹介

そもそも、ワクワクしない未来の為に自分に変化を与え
て、無理して継続する必要はありません。

３．出席報告
会 員 数 ４９ 名

やり方云々よりも、目的・ゴール設定、そこへの意欲、熱
出席数

出 席 率 91.60％

４４名

前々回補正 95.65%

【本日の欠席】

【問題２】
続けられる環境にない

小坂・松本・中西・武部・平山 各会員
【補填】

人間は環境の生き物。継続を邪魔する環境で、継続徹
底するのは大きな意志力が必要です。

7/1 森・西村(嗣)
7/15 武部

意の方が比較にならないほど重要であると思います。

7/8 藤井(秀)

各会員

人間は元来、変化を嫌い、現状維持を好む生き物ですの
で、環境まで現状維持を応援すると継続することはなかな
か難しいものであると思われます。

４．会 食

【問題３】
習慣化するまで踏ん張れない

５．会長の時間
継続は力なりは昔から言い尽された言葉です。ずっと

よく３日、３週間、３か月という数字が言われます。
特に事がうまく進まないと習慣化するまで踏ん張れな

言われ続けるということは、「本当に重要」ということ

いのが人間の性であると思います。

と、「分かっていても出来ない人が多い」ことを示してい

それではここで何度も挫折し、それを挫折と思わず熱意を

るように思います。新しいことに挑戦して、モノにするた

もって継続し成功を収めた偉大なロータリアン３人の話を

めには一定量・一定期間の行動の継続が当然の事ながら必

いたします。

要です。そんなことは分かっている。でも、なかなか出来
ない。

前向きに挑戦し続けたエジソン

では、なぜ出来ないのか？

（アメリカニュージャージー州オレンジ RC のトーマス・

どうすれば継続できるのか？

アルバ・エジソン氏）

３つの視点から考えます。もし当てはまるものあれば、見

あまりにも有名で偉大な発明家とし

直してみてください。

て知られているトーマス・アルバ・

【問題１】

エジソンは、私たちの生活に必要不

ゴールにワクワクしない＝熱意を感じない

可欠な電気の発電と送電を事業化し

実は、これが一番の問題ではないか？

Rotary Opens Opportunities
国際ロータリー会長

ホルガー・クナーク

「
会

原点回帰
長

小

」

野 康 三

たり白熱電球や、オーディオの原型となった蓄音機などを
発明し普及させるなどの功績を残しています。
彼の格言に「わたしは、今までに、一度も失敗をしたこと
がない。 電球が光らないという発見を、今まで 2 万回し

６．幹事報告
① クラブアッセンブリー先週に引き続き各委員長よろし
くお願いいたします。
② ZOOM による例会配信について

たのだ」というものがあります。

7 月 22 日・29 日分もメール配信(7/15)していますの

失敗を発見という発想に置き換えて情熱をもって継続し続

で確認お願いします。

けた結果ですね。

ミーティング ID:

情熱を燃やし続けた
カーネル・サンダース

834 993 5380
パスワード: 6CX1z9
⁂毎回同じパスワードです。
７．各委員会報告
・会員増強委員会(安田委員長)

（アメリカインディアナ州ジェファーソ

７月 22 日例会終了後、委員会開催。

ン RC のチャーターメンバーでもあった
カーネル・サンダース氏）

・野球同好会
本日 18:00 よりホテルヴィスキオにて開催

世界 80 カ国、1 万店舗以上に及ぶファ

・ゴルフ同好会

ーストフードの大チェーン店「ケンタッキーフライドチキ
ン」の創業者カーネル・サンダースは、誰もが白いスーツ
を着た老紳士の姿を思い浮かべられるくらい知られていま

7 月 22 日(水)18:00 よりホテルヴィスキオにて開催
・囲碁同好会
本日例会終了後、開催

すね。
のレストランはサービスも味も評判がよかったものの、フ

８．ＳＡＡ報告
↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞

ライドチキンのレシピをアメリカ中に売り歩くもなんと

＊久保さん無事退院されて例会に出席され良かったですね。

実は彼が「KFC」を創業したのは 65 歳と高齢で、最初

1009 回も断られ続けたといいます。

················ 小野・藤井(輝)・森本・喜多・小畑・

高齢で生活的にも経済的にも厳しい中、それだけ断ら
れても諦めずにレシピを売り込み続けたからこそ、今や知
らない人はいない大チェーンへと成長をとげたのですね。
60 歳をこえても「おいしいもので人を幸せにしたい」と
いう情熱を燃やし続けたカーネルも継続の天才かもしれま
せん。
何かを行うときに年齢など関係なく、情熱を持ち続け
ることが本当に大事なことなのだと本当に感じますね。

松岡・木村・三田
＊無事退院いたしました。
············································ 久保
＊夫人誕生日お祝いありがとうございました。
········································ 西村(嗣)
＊沢山の友人が還暦旅行を企画してくれまして仙台へ
3 日間行って参りました。もう 60 歳ではなく
まだ 60 歳!！ 還暦少年頑張ります！年内お祝い受け
付けております。

経営の神様 松下幸之助
（日本人の偉大なロータリアン、大阪 RC

＊皆出席記念品いただきました。ありがとうございます。
············久保・西川・藤井(秀)・平野・近・

の松下幸之助氏）
格言の筆頭に
「成功するには成功するまで続けること
である。」としたうえで、目的に対して

························ 石本

内堀・西村(嗣)
＊クラブアッセンブリー各委員長さん
よろしくお願いいたします。
··········· 藤井(秀)・藤井(輝)・平野・勇・石本・

の熱意が１番大切である。

礒田・川口・木村・喜多・近・久保・

何としても二階に上がりたい。どうしても二階に上がろ

的場・森・森本・中井・中田・西川・

う。この熱意がハシゴを思いつかせ、階段をつくりあげ

西村(嗣)・野村・小畑・小野・太田・

る。と記されております。

大谷・大海・齋藤・三田・滝口・田村・

古今東西、成功者の一つの共通点は、

辻井・内堀・梅崎・渡部・安田

「情熱を持ち継続する」
ということを改めて偉大なロータリアンから学ばせていた
だきました。

本日の金額
累

計

６０,０００円
２５２,９００円

９.クラブアッセンブリー

① 会員増強委員会
安田 亨 委員長

③ 公共イメージ委員会
(対外・広報)
西村太志 副委員長

⑤ 奉仕プロジェクト
勇正一郎 委員長

② 会員件数委員会
安藤正勝 委員長

④ 公共イメージ委員会
(会報・情報)

⑦ 社会奉仕委員会
中田雄久 副委員長

⑨ 国際奉仕委員会
三田恭男 委員長

滝口謙一 委員長

⑥ 職業奉仕委員会
藤井秀樹 委員長

⑧ 青少年奉仕委員会
礒田雅司 委員長

⑩ ロータリー財団委員会
(R 財団・米山奨学)
中井 洋 委員長

⑪ ＳＡＡ
藤井輝男 ＳＡＡ

