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2009-2010 会長

兼 松 　 功

会 長 挨 拶会 長 挨 拶

　歩み始めて

　会長としての重圧からか身震いを押さえながら48名の会員に担がれた

御輿に乗り、静かに新しいクラブの運営が始まりました。

　過去に諸会合の運営を数年経験させていただき、今期は幸運にも守野

会員というエースの番頭さんと貴重な役員理事さんにも恵まれた中、会

長という要職を務めさせて頂くにあたり、一人の会員としてクラブの活

性化と会員増強を図る為に今何をなすべきなのかを自問自答してみました。

　その一つとして、今期の岡内ガバナーの所信の中に『楽しくなくては

ロータリー活動は永続きしない。共に楽しむ仲間を増やそう！』という

一行があります。入会動機は各々の会員で異なるでありましょうが、入

会後例会場へ足を向ける頻度は例会内容・事業活動がいかに自分自身で

楽しめるかであります。

　会員増強を御旗に永年の慣習をないがしろにした1業種５名への拡大

と近隣のクラブへの十分な説明がないままの（企業の少ない地方におい

て新会員争奪戦になりかねない）新設クラブ認証、親睦の名の下になお

ざりにされた理事会の運営等、現実に目を背けたような流れが地区内に

見受けられます。会員間のクラブ内外での親睦はもちろん、近隣のクラ

ブ間の相互交流も活性化させ、クラブルールに沿った親睦を原点とした

地域に根ざした自然発生的な会員増強に力を注いでみようと考えます。

　地方経済が逼塞する中、ロータリー活動もクラブの活性化と会員増強

に心血を注ぐことはもちろんでありますが、現状の会員数（現状の会費

収入）でいかに事業規模を維持するのかを考え、クラブリーダーシップ

プラン（CLP）を各々の会員の命題と受け止め退会防止に努めながらク

ラブ内の再構築と効率的な運営を図ることも急務ではないでしょうか。

　本年度よりCLP活動の一環として13委員会（3委員会減）の構成とさ

せていただきました。統合された各委員会では活動内容に戸惑う点も多々

あろうかとは存じますが、本年の13委員会の活動が当クラブの新しい10

年、いやこらからの半世紀の礎となることを心に刻み、会員一人ひとり

が利他の精神と熱い情熱で四大奉仕を徹底し、クラブを活性化しようで

はありませんか。
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最終夜間例会を終えて

　若木会長より、本年度は創立50周年ということもあり例年にも増してのご協力をいただ

きありがとうございました。とお礼のことばがありました。諸事情により、会員３名減と

いう結果で終わりました。

　今期をもって交代する大津さん、倉敷さんの両名より、「お世話になりました。後任を

よろしく願いします。」とのお別れの挨拶があり、７月からの新年度からは大津社長、吉

岡支店長のお二人が出席される予定です。

　メンバー交替により、ますます活発な阿南ロータリークラブになりますよう、ご協力を

お願いします。

6/30

▲会長・幹事 退任挨拶

▲倉敷会員
▲大津会員

▲平野会員・荒谷会員 熱唱！▲

▲「ハイ、ポーズ!!」

▲久米会長エレクトによる万歳三唱

▲「鷲敷へ来たら寄ってよ」と…

ご
苦
労
様
で
し
た

▲
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● 出席者　平野会員・森岡会員・若木会長・三谷会員・杉森会員・倉敷会員・小松会員・植田会員・兼松会員・六車会員

● 開始時間　18：10〜　　● 会場　平野会員宅����
（月）

　森岡会員の司会進行で、家庭集会がスタートした。

Ａ会員…ロータリーに入会していなかったら、なかなかこの様なメンバーと気さくに話をする機会はないの

で、大変有難い。家庭集会のお陰で一気に親近感ができ、ロータリーはまさに親睦からという意味

が理解できた。次回も是非参加したい。

Ｂ会員…阿南ロータリーは伝統を大事にしてきた立派なクラブである。しかしロータリーの基本方針は理解

しながらも、例会のあり方には新しい時代の変化に対応し進化していく事も必要ではないか？個人

的にはゴルフの世話役を通じて、親睦・交流は十分出来ている。

Ｃ会員…阿南ロータリーに入会し50周年を祝う会の仲間に入れた事が本当に有難いと思う。ロータリーは

人道的奉仕を行い…とあるが、まずは自分の仕事に専念し、地域の発展に貢献する事が大切である。

現在の勤務上毎週の例会に出席出来てなくて残念だが、何とかご理解を願いたい。親睦を深める意

味でも夜間例会を年に２回〜３回増やして欲しい！

Ｄ会員…例会を楽しくする一つの方法として、プログラム委員長が好きな人を選んで卓話するのも良いので

はないか？何はともあれ例会は楽しくなければいけない！

Ｅ会員…阿南ロータリーは例会一つを見ても非常にレベルが高い。事務局（大上さん）も素晴らしい！

Ｆ会員…最近の感想では50周年記念に参加でき良い経験が出来た事。職場での立場上、仕事との板ばさみ

で休祭日の奉仕活動にはなかなか参加できていない事などのお詫び。そして、家庭集会は親睦を図

る為には最適で本当に有難いのだが、その会員宅に何かと迷惑がかかるので対策や夜間例会を増や

して欲しい事など。

Ｇ会員…今回の、50周年式典でメンバ同士の信頼関係が生まれ事業としては大いに意義があった。大役を

全う出来てホッとした。とにかく良かった

Ｈ会員…例会のあり方として、地域の老人会の会合、つまり仲良しクラブにならないように注意しなければ

ロータリアンとしての威厳はない。50周年の式典で最後の最後で一致団結した姿は誠に素晴らし

い一幕であった。メンバー同士が意思を統一して信頼関係を更に深めて……地域に貢献していく事、

商工会に負けるな！

Ｉ会員…勧誘する人を慎重に選定する必要があり、会員増強委員会や会長・幹事だけに任すのではなくメン

バーで誰がふさわしいかを慎重に検討していくことが大切である。阿南ロータリーに入会し何が良

かったと言っても、人との出会いが一番

良かった。（今日は気合が入っている、

酔っていない‥）

若木会長…三谷会員と一緒に50周年をやり遂げる

ことが会長として全てであった。何か

をやり遂げる為にはかなりのエネルギ

ーが必要であることが再認識出来た。

次期会長も私をしっかり見習って立派

な会長になって欲しい！お願いしますヨ！

（ちなみにその頃、兼松次期会長はす

でに酩酊中‥）

　20時40分、めでたく無事、中締めとなった。

期後 庭家 会集2008-2009



(5)

● 出席者　林会員・中川会員・谷会員・海原会員・湯浅会員・清原会員・堤会員・吉田会員

● 開始時間　12：30〜　　● 会場　吉祥寺・林会員宅����
（水）

ろ　へん

吉祥寺の庭…もちの古木・三重の塔の形の槙の古木・紅葉つつじ等が美しく整えられ大きな釣り鐘塔や門と

　　　　　　マッチ。

本堂…平成15年に改築された本堂に案内され全員で本堂を見学させていただき吉祥寺の由来を記録したプ

　　　リントを頂く。

「例会を楽しくしましょう」というテーマについて

・例会が楽しかったら出席が多くなる。

・例会の持ち方は今のようなんで仕方がないのでは。

・卓話に知事とか税務署長とか呼んで話してもらうのもええよ。

・異業種の人と隣に座って食事をしながら話ができるのは楽しみじゃ。松本直義さんと電気の話してな、エ

　ジソンがおらなんだら今どんなだろうとか。

・私は鴨島でロ一夕リーに入っていたのですが、こんな家庭集会やしていなかったので、身近に気安く話が

できていいですね。

・昔は家庭集会や言わず「炉辺会合」と言よった。

・家庭集会の伝統は守らないかん。

・親睦旅行や親睦行事への参加が少ない。

・クリスマス会や夏の納涼会へは家族も含めてわり

と参加があるけど、旅行等ももっと積極的に参

加するよう呼びかけていこう。

・ゴルフ・釣り・俳句等ももっと呼びかけて。

・地区大会の前日のゴルフ大会に参加者がなかった

て言うけど、昔はゴルフや国際大会にもよう誘

い合って参加しよったもんじゃ。

・参加することによって親睦も図られるし、いろん

な勉強にもなるのでお互いに誘い合ってできるだけ多くのメンバーの参加を募っていきませんか。

　林会員さんと奥様には、我々を迎えるために広い広い境内の掃除から昼食の準備をはじめ温かいおもてな

しを頂き本当にありがとうございました。

● 出席者　日下会員・守野会員・藤崎会員・森岡会員・峰会員・楠原会員・田村会員

● 開始時間　18：00〜　　● 会場　日下会員宅����
（火）

　今回のテーマの「例会を楽しく」「ロータリーは親睦から」について、まず例会に出席することが基本で

はありますが、例会場だけではなかなか打ち解ける時間が取れない等の意見もありました。新入会員さんと

のかかわりには歓迎会を懇親を含め行なえば？また、卓話という形にこだわらず５分程度のスピーチをお願

いすれば？気楽に話せる親睦の席に参加し積極的にお誘いする等、新入会員さんのみならずクラブ活性化も

大切なことだと感じました。

　また、送別会などの開催も大変よいことだと思う、会員増強についても増強委員だけでなく一緒に訪問し

てもらう等、協力できる会員さんと一緒に取り組む等の意見が出されました。ロータリー活動が100年もの

間続いているのは、１つには職業奉仕の精神があ

るからではないでしょうか。仕事に対する考え方、

会社、教育等についてさまざまな話し合いになり

ました。特に印象に残ったのは「若い者が、師や

先輩をたてる。」「上司は自信をもって部下を叱

る。」です。私にとってとても深イイ。でした。

日下会員さんのご配慮で活発な集会になりました。

立派なお庭を拝見させていただき、奥様には、た

くさんのおいしいお料理をいただきました。お世

話になりました。ありがとうございました。
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● 出席者　品川会員・岸会員・藤井会員・荒谷会員・高井会員・久米会員・大津会員

● 開始時間　18：30〜　　● 会場　久米会員宅����
（木）

１）夜間例会を２か月に１度くらい行ってはどうか？

４月の花見例会、６月の最終例会、12月のクリ

スマス会の他、２，８，10月に３回増やしてみては

どうだろうか？

２）親睦旅行の出発時間６時出発は結構せわしいので

たまには８時くらい出発する旅行を企画してい

ただけると嬉しい。また競馬観戦やF1観戦など

も面白いかもしれない。

３）職場例会、移動例会をより魅力的なところででき

ないだろうか？

４）会員増強について、紹介者が責任を感じるあまり、

慎重になりすぎる傾向にあるような気がする。

５）インターアクトについて話をした。現在阿南工業のインターアクトのメンバーは０名で、富東や富西に

インターアクトを変更しても良いのではという意見があった。また女子生徒のいる学校のほうが一般的

に活動が活発である。しかし、提唱しているので簡単に変更は難しいのかも知れない。阿南工業と新野

高校が合併する時が良いタイミングかもしれないという意見があった。

６）別の奨学金をもらっている学生がロータリーの奨学金ももらっているようなケースもあるかもしれない

ので留学生の選定もよりしっかりしたチェック体制が必要かもしれない。

７）その他、歴史、宗教、政治についても幅広く意見が出された。

　　いろいろとみんなで話をすることが大切ということで家庭集会を終了いたしました。

　　御馳走いただいた古川会員に感謝いたします。

　楽しいロータリーと言うことで、お酒が入り楽しそうなところへと到着し、高井会員が進行役となり始ま

りました。

・家庭集会は楽しいので無くしてはしくない。年２回は無理であれば１回にして後１回は、夜間例会にした

らどうか、経費がかかるのであれば、ある程度の会費制にしてはどうか（会から一人500円は出ているが）

昼に全部しては、どうかなど。

・酒が入ると色々昼間には話せないようなことも話ができて楽しい。家庭集会は阿南ロータリー伝統であり

良いところでは無いか、昔からの良いところは残し、新しいことにも挑戦して行くと良いのでは。

・異業種の方々と親しくなれるし話ができてそれも楽しい。

・夜間例会を増やすと出席率も上がるのではないか。

・テーブルの席の話になり毎回くじで席を決めたらどうだ

ろうかと、その上に会長・幹事など役員がテーブルに一

人はいて会員の話を聞いて運営に生かして行ってはどうか。

・今のロータリーは会員増強ばかりが先に立っているのでは。

　米山・ポリオなど難しい話も出てきましたが、色々な話

で楽しくあっという間に予定時間となり、全員で集合写真

を撮り解散となりました。

　久米会員奥様には、会場を提供して頂き、おいしい食事・

お酒などをいただき出席者一同心から感謝致します。あり

がとうございました。

● 出席者　若木会長・大久保会員・庄野会員・古川会員・原田会員

● 開始時間　18：00〜　　● 会場　古川会員宅����
（水）
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● 出席者　阿井会員・中島会員・西田会員・石澤会員・神原会員・門田会員・井村会員

● 開始時間　18：00〜　　● 会場　西田会員宅����
（金）

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介退会会員

 ● 勤　務　先　
　有限会社　大津屋
　阿南市富岡町東新町78の2
　TEL（0884）22-0453
　FAX（0884）22-0912

 ● 自　　宅　
　同上

 ● 入会年月日　
　平成21年７月７日

 ● 趣　　味　
　剣道・釣り・ゴルフ　

大 津 裕 哉
（昭和36年12月28日生  47歳）

 ● 勤　務　先　
　徳島銀行阿南支店
　阿南市富岡町玉塚56番
　TEL（0884）22-2001
　FAX（0884）23-2503

 ● 自　　宅　
　小松島市横須町11番75号
　TEL（0885）32-6991

 ● 入会年月日　
　平成21年７月14日

 ● 趣　　味　
　ゴルフ　

吉岡 真喜男
（昭和34年１月25日生　50歳）

大 津 勝 彦 会員
（平成13年８月 入会）

倉 敷 孝 司 会員
（平成18年７月 入会）

意見等

１．会員層の年齢が広いので親睦を深める行事内容の検討が必要。（一泊旅行の参加者が少ない。）

２．創立50周年の記念海外旅行の実施はどうなったか。

３．ロータリー行事の参加に家族の理解を得るための行動が必要。（メンバーしか出席しない行事に、可能

な会員は奥様に出席してもらう。）

４．まずは、参加（出席）すること。行事や例会に出席して毎回顔を合わせると親しくなり、仕事上の相談

など会員相互に本音トークができる場になる。

５．異業種交流をもっと盛んにすべく積極的に会員

相互で意見交換をする。

６．何かテーマを見つけて、町おこしなどロータリ

ーでやってみる。

７．例会の席が固定されているので、若い会員との

世代間の交流が少ない。

８．クラブに対して今以上に熱意と改革の心を持っ

て活動しよう。

９．委員に任命されたら、今以上の勇気と責任を自

覚して活動しよう。

10．ニコニコされた会員には周りから声をかけよう。

　2008-2009年度をもちまし

て退会されます。長い間あり

がとうございました。



ホームページを

　2009-2010　兼松会長年度のホームページが出

来あがりました。感動の50周年式典の様子や会

報、ロータリー俳句まで見ることができ、「ロー

タリー用語」や「ロータリーの友」の記事もUP

しております。

　なお、パソコンの使い方やインターネットの接

続でお困りの方は植田会員までお申し出下さい。

責任をもって対処させていただきます。

ホームページアドレス

http://www.anan-rc.com

しました！
リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル
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阿南ロータリークラブ事務所・例会場

阿南市富岡町トノ町113-3 ホテル石松 内　 TEL（0884）23-3988　FAX（0884）23-5002
E-ma i l : anan.rc@topaz.plala.o r. j p　 URL : http: //www2.netwave.or. jp/~tor i um i /

ご
参
加

 

く
だ
さ
い

ガバナー補佐訪問ガバナー補佐訪問ガバナー補佐訪問

　本日はガバナー補佐山田戒乗様と北 哲也様

祖川泰治様のお二人の随行員をお迎えしました。

　山田ガバナー補佐からは2007-08ご自身の

会長年度をまとめられた会長報告抄「ロータ

リーをわかりやすく」を配布いただき、説明

を受けながら卓話をいただきました。

　例会後のクラブ協議会では阿工IACが創設

された当時、山田ガバナー補佐ご自身が阿南

工業高校に勤務されていた事を知り、より親

近感が深まりました。

■日時　平成21年８月23日 ①　
　　　　午前９時集合

■場所　太龍寺

第６回第６回

お遍路さんへのお接待お遍路さんへのお接待お遍路さんへのお接待

�/���/��

▲山田戒乗ガバナー補佐
   挨拶




