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本日のプログラム

７ 月 １１日（2118 回）

前年度皆出席お祝い
前年度クラブ奉仕委員会
クラブアッセンブリー 前年度会計/本年度各委員会
２０１８年

７月 ４日(水) 第１例会」

新年度初例会

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ

「 君が代 」
「 奉仕の理想 」

２．ビジター紹介
(尼崎グループガバナー補佐) 福田 勝 氏
（平野会員ゲスト） 西村 嗣人 氏

３．出席報告
会 員 数 ４４ 名
出 席 率 93.02％

出席数

７ 月 １８日

「 クラブアッセンブリー

」
各委員会

５．今年度理事役員・委員長紹介
役員 6 名

～体操～
１．国歌斉唱

次回のプログラム

４０名

前々回補正 97.67%

会 長

西川一正

直前会長

中西孝光

副会長(会長ｴﾚｸﾄ)

森本吉昭

幹 事

勇正一郎

会 計

安藤正勝

会場監督

田中正喜

理事 5 名
親睦活動委員長

礒田雅司

会員増強常任委員長

藤井輝男

広報常任委員長

浜田義夫

奉仕プロジェクト常任委員長

小野康三

ロータリー財団常任委員長

小坂圭一

【本日の欠席】
辻井・的場・杉浦・吉田 各会員
【補填】6/20
的場 会員

４．会

(敬称略)
６．会長就任挨拶 （西川一正 会長）
皆さん今日は！
入会１５年目にして創立
４５年を迎える当クラブ

食

の会長に御推挙いただき
ましたこと、恐縮と同時に
非常に緊張しております。
先般、２６８０地区の「会
員増強セミナー」で、当クラブ
の創立３０周年時、会員全員による増強例、そして結果
１０名の会員を増やすことができましたと会場発表した
とき、ふと思いつきましたのが、実はその１０名の内の
一人が今壇上で発表している私なんだ、不思議なことで
す。１５年前に勧誘された私が、次期会長として、当時

≪乾杯≫

中西 直前会長

ＢE THE INSPIRATIO N
国際ロータリー会長

バリーラシン

の当クラブの会員増強をロータリアンの皆様にお話しす
ると言うことは、何か当クラブとご縁があったのでしょ

「
会

変化から継続へ 」
長

西川

一正

うね。自身としてもよく続いたものだと感じ入っており
ます。あっという間の 15 年でした。
それだけに、ロータリーに関しては浅学寡聞の身ではござ

７．副会長就任挨拶 （森本吉昭 副会長）
今年度副会長を務めさせて頂き
ます。本年度はこれまでと違い

いますが、これから 1 年、ご縁を感じながら鋭意努力して参

ＣＬＰ(ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ)の

りますので、先１年のご指導ご支援宜しく賜りますよう心よ

スタート年度であり、やりが

りお願い申し上げます。

いもあるとは思いますが、慣

４５年を振り返りますと、社会も大きく変遷してきました。
高度成長期から安定成長期に入り、インターネットバブルと
呼ばれる時代を経て、少子高齢化の今日が始まり、当クラブ

れない事もありとまどいの多
い一年になりそうです。
私も副会長として誠に微力なが

も次世代を見据えてクラブ活性化と会員増強を推し進める

ら西川会長、勇幹事のお手伝いをさせ

時代に入りました。

て頂く所存です。皆様のご理解、ご協力もお願いできれ

一方で、時代と社会の変化に合わせ、国際ロータリーも２
００２年のＤＬＰ採用で 「ロータリー第２世紀への体制強

ばと思いつつ私の挨拶とさせていただきます。
一年間どうぞよろしくお願い致します。

化」を標榜し、２００４年のクラブリーダーシップ・プラン
（以下 ＣＬＰ）の採用により、活性化と公共イメージアッ
プを目指し大きく変化を遂げようとしております。
本年度国際ロータリー、バリー・ラシン会長はテーマとし

８．就任挨拶 （勇 正一郎 幹事）
早いもので、入会して５年を迎え
ようとする時期に幹事の大役を

て

仰せつかりました。

「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」
（インスピレー

至らぬ点が、多々ありますが、

ションになろう）を発表されました。

一生懸命努めますので

その意は「創造的なことをするために精神的に刺激される
プロセス。前進への活力となるロータリアン、或いはクラブ
となろう」と理解します。
更に国際ロータリー２６８０地区 矢野宗司ガバナーは、

ご指導、ご支援賜りますようお願
い申し上げます。
幹事としては、RI、地区などの動
きや、理事会等の検討経緯等々の

「変化（ＣＨＡＮＧＥ）を恐れず、変化をリードし、新たな

情報の共有を心がけていきたいと考えております。

機会（ＣＨＡＮＣＥ）と捉え、挑戦（ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ）

同じ情報を共有することで、クラブの運営も一層スムー

して行く」という行動指針を表明されました。

ズになると思います。 また、CLP の導入の初年度でもあ

当クラブも、２００６年からＲＩ規定審議会の度に先輩会

ります。従来と変わっていく部分も多々出てくることが

員の長年の御努力により、
「ＣＬＰ体制」への検討が行われ

予想されます。これについては、こまめな意思疎通が大

て参りました。そして今、その第一歩を踏み出すことになり

事になってきます。情報共有とコミュニケーションを意

ました。

識して、大役を全うしたいと思います。

親睦と調和という当クラブの伝統を活かしながら、今年
度は、そのＣＬＰによるクラブ活性化への第一歩として「変

９．ガバナー補佐挨拶

化から継続へ」を活動方針として
1. 情報収集・発信として地区セミナー等への積極参加と
ホームページの充実
2. 地域・地区の社会的ニーズの調査による事業模索、そ
の具体策と持続性の検討
3. コミュニケーションを深めるための MyRotary への登
録推進
4. 増強と活性化に向けて、会員の純増・研修の充実
5. 手書き文化の継承として、
「年賀はがきコンクール事業」
を進めて参りたいと思います。
福田 勝 尼崎グループガバナー補佐
最後に、改めてこれから 1 年、会員皆様のご支援・ご鞭
撻宜しくお願いします。

(尼崎南ＲＣ)

10・前会長・前幹事へ記念バッチ贈呈

14．ＳＡＡ報告
↠↠↞↠↠↞↞↞↠↞↞↞↠↠↞↞↠↠↠ ニコニコＢＯＸ ↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞↞
＊ご挨拶
···········

尼崎グループガバナー補佐 福田 勝氏

＊福田ガバナー補佐ようこそお越しくださいました。
ごゆっくりお過ごし下さい。
······················ 西川・勇・松本・松岡・久保
＊一年間よろしくお願いいたします。
········································ 西川・勇
＊久し振りの例会です。
············································ 川口
＊サッカー日本代表残念！
しかしよく頑張ってくれました。

11.今月の誕生日・結婚記念日お祝い

·············································· 武部
＊ネパールカトマンズＲＣラムさんから例会出席のお礼
がありました。今後ともよろしくご教導お願いします
との伝言ございました。
········································ 田中(俊)
＊「 熟年の 語らぬ大志 雲の峰 」
「 寝苦しき 夏の夜の夢 幕間なし 」
「 雨を呼ぶ 阿吽の呼吸 雨蛙 」
············································ 田村
＊本年度ＳＡＡを致します。1 年間ニコニコと
ニコニコＢＯＸへよろしくお願いします。
···························田中(正)・田野島・滝口

会 員

＊誕生日お祝いありがとうございます。

藤井 秀樹 ７月 05 日

石本 一也 ７月 14 日

中田 雄久 ７月 19 日

浜田 義夫 ７月 29 日

夫 人
田中 裕子

·······················藤井(秀)・石本・中田・浜田
＊夫人誕生日お祝いありがとうございます。
········································ 田中(俊)

7 月 21 日

結婚記念日
なし

＊西川年度の始まりです。
西川会長・勇幹事 一年間張りきって頑張って下さい。
····················· 安藤・藤井(輝)・浜田・平野・
石本・礒田・川口・近・小坂・

12.幹事報告

久保・萬寿・松本・松岡・森・

① 上半期請求書を会員ＢＯＸに入れていますのでよろ

森本・内藤・中井・中西・中田・

しくお願いします。

小畑・小野・三田・高山・武部・

② 次週より 2 週にわたりクラブアッセンウリーを開催

梅崎・渡部・山中・安田

いたしますので、各委員長よろしくお願いします。
③ 例会終了後、セーヌにて理事会開催

13.各委員会報告
なし

本日の金額

７８,６００円

(内 3 コイン)

９,８００円

累

計

７８,６００円

